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持続可能な原料調達　連続セミナー
「第五回　責任ある融資」

NGOが銀行を変えた
～責任ある融資へ向けた市民社会の力～

今日のアウトライン

• Rainforest Action Network: RANとは？

• 貸し手責任の追及：Citigroupへの働きかけから
　　　　　　　　　Engagement（参画）へ

• 赤道原則への対応について
• 他の金融機関への働きかけと成果
• 現在の課題と取り組みの概要
• タスマニア森林保護に向けて…。　　　　　　　　　
「貸し手責任」と「買い手責任」
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• RANの主な活動:
– マーケット・アクティビズム
– 企業の環境方針の策定を提言

• ３つの部門:
– グローバル・ファイナンス
– 原生林キャンペーン
– ゼロ・エミッション・温暖化

“The most savy environmental agitators in 
the business.”（最もクールな環境アジテーター）
（ウォール・ストリート・ジャーナル誌）

RAN－GFCでの成果
• 2004年1月 Citigroup　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「新環境イニシアティブ」

• 2004年5月 Bank of America                                       
気候変動ポジション声明　 　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　

森林施行－Global Corporate Investment Bank policy　

• 2005年4月 JPMorgan Chase　　　　　　　　　　　　　　
Public Environmental Policy Statement採択

• 2005年12月 Goldman Sacks                                      
包括的な環境政策を発表　　　　
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Citigroup　へのキャンペーン概要
2000年4月　Citigroupへのキャンペーン開始。

2000年10月　最初のDay of Actionで、50ヶ所での行動実施。

2001年4月　5大陸、12カ国の80ヶ所での行動実施

2002年1月　Citigroupが融資していた、エクアドルでの　　　　　
　　　森林保護区の山での石油パイプライン建設反対活動。

　　　　↓　この間様々な活動実施

2003年4月ニューヨークでの株主総会に向けた抗議活動の　　
　　　直前に、「停戦」の申し入れ。Citigroupは、ペルーの　　　
　　　Camisea（カミセア）プロジェクトからの撤退に合意。　　　　
　　　環境政策交渉へ。

↑ペルー、カミセア天然ガス開発・パイプラインプロジェクト　

チャド・カメルーン　石油パイプラインプロジェクト↑
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↑森林伐採業界への最大の資金支援者として生物多様性喪失に貢献。
　中米ジャガーの生息地を破壊する伐採、石油、鉱山開発事業に融資している↑
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「森林破壊と地球温暖化？我々は、それに頼っている！Citi：倫理的破綻者」
　New York 本部前　2003年2月　photo by Fred Askew
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CEO Sandy Weill氏の母校　コーネル大学にて。2003年４月

「われらに誇りを持たせて！破壊への融資を停止せよ。」

地球温暖化と森林破壊に目を向けて。

今、それに終止符を打ってください。

「地球温暖化に融資する？

私のお金ではやらないで！」
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Susan　Sarandon

スーザン・サランドン
９５年「デッドマン・ウォーキング」にて
遂にアカデミー主演女優賞 Daryl Hannah

ダリル・ハンナ

女優

Ed Asner

エド・アスナー
五つのエミー賞受賞男優

Citiは、絶滅危機にある森林の破壊や
地域住民の強制退去に資金提供して
います。あなたがCitibankのカードを使っ
ているなら、あなたは、そこにも資金提
供しています。

Citibankに「私のお金ではやらないで」と
伝えてください。融資のブルドーザを止
めてください。あなたのカードを、ハサミ
で切ってください。

Ali MacGraw

アリ・マックグロー

Citigroupへのキャンペーン概要

2000年4月　Citigroupへのキャンペーン開始。

2000年10月　最初のDay of Actionで、50ヶ所での行動実施。

2001年4月　5大陸、12カ国の80ヶ所での行動実施

2002年1月　Citigroupが融資していた、エクアドルでの　　　　　
　　　森林保護区の山での石油パイプライン建設反対活動。

2003年4月ニューヨークでの株主総会に向けた抗議活動の　　
　　　直前に、「停戦」の申し入れ。

　Citigroupは、ペルーのCamisea（カミセア）プロジェクトからの
撤退に合意。環境政策交渉へ。　

2004年1月　新環境イニシアティブ発表
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Citigroupキャンペーンと赤道原則

2003年4月ニューヨークでの株主総会に向けた抗議活動の直前に、　　　
　　「停戦」の申し入れ。Citigroupは、ペルーのCamisea（カミセア）事業から
の撤退に合意。　環境政策交渉へ。

　一方、BankTrak -- Collevecchio Declaration（2003年4月）　
　　http://www.banktrack.org/　を発表。　

2003年6月　Citigroupを含む10銀行が、赤道原則が採択。

　　RANは、この赤道原則については、ブルドーザーが通せるくらい大穴の
開いた非常に不適切なものとして批判。エクアドルでの熱帯林を破壊する石
油パイプライン事業などにも融資可能であると指摘。というのも、赤道原則で
は、透明性、人権擁護、危機的状況にある生態系の保全の要請がなかった。

　　2004年1月　RANの参画により、Citigroup 環境方針を発表。

　　この環境イニシアティブでは、上記の問題点を克服している。
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RANと赤道原則
その後、

以降、18の銀行が赤道原則に署名し、

RANでは、無責任な投資により引き起こされる環境破壊に立
ち向かうための包括的戦略のうちの一つの手法として、赤道
原則の強化を手助けするために、参加度を高めることとした。

　

RAN－GFCでの活動概要
• 2004年1月 Citigroup　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　新環境イニシアティブまで３年

• 2004年5月 Bank of America
　声明発表　（キャンペーン開始後１ヶ月）

• 2005年4月 JPMorgan Chase　　　　　　　　　　　　　
　　数千通の手紙攻勢、支店への訪問攻勢　　　　　　　　　　
　　（キャンペーン開始後約半年）

• 2005年12月 Goldman Sacks 　　　　　　　　　　　　　
　包括的な環境政策採択　　　　　　　　　　　　　　　　　
エコシステム・サービス向上を明記
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現在の情況

• 2005年6月開始　Wells Fargo
• 2005年9月開始　カナダの銀行

• 2005年6月　サハリンII　Credit Suisse First Bostonへ抗議
• ANZ ：オーストラリア・ニュージーランド銀行　　　　　　　　　
　タスマニアでのパルプ工場建設計画

タスマニアでの問題

• 一面の木々を全て伐採する：皆伐が大規模に行
われている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→
年間平均１万５千ha以上(１日換算で甲子園球場4０個)

• 保護価値の高い森林、原生林を含む伐採
• その後、火炎弾投下。
• 植林のため、野生動物への無差別毒餌「駆除」
• 環境保護・生物多様性法の環境アセスと罰則規定の
適用免除

• 伐採木材チップの８割が日本へ
• パルプ工場建設問題
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オーストラリアとタスマニアにおける伐採

タスマニアの豊かで貴重な森林

• 最も樹高の高い広葉樹
　ユーカリ林

• 固有の動植物　　　　　　
　有袋類の動物たち

• 世界遺産登録された地
域を含む豊かな森
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　タスマニアの原生地域である山岳や湖、草原などは、すでに保護さ
れています。しかし、原生林や保護価値の高い森林の多くが、未だ、　
保護されておらず、商業伐採による破壊の危機に瀕している。　　　　　
　　　　　　　

絶滅危惧下にある動植物

• 種の絶滅の危険度：世
界のワースト１０地域
に位置づけられている。

• 「絶滅危惧種」に関する
タスマニア条例には、37 
種の動物と 149種の植物
が登録されている。
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by D. Watts

オナガイヌワシ（Wedge-tailed Eagle）, 
EPBCでの絶滅危惧種（Endangered）

Wedge-tailed Eagle chicks. Photo: R 
Brown/Nature Focus c Australian MuseumWedge-tailed Eagle egg c 

Australian Museum

タスマニア・デビル
EPBC 脆弱種（Vulnerable） 2006年６月25日登録

Picture source:
BillyBear4Kids.com c 1999

Loraine and Roger Ferus
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オオフクロネコ(spot-tailed Quoll, Tiger Quoll)
EPBC脆弱種（Vulnerable) TSPA希少種（rare）

皆　伐
タスマニアでは、　　毎日、
野球場40個分に相当する
面積を皆伐されています。
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火炎弾投下

（ナパーム）
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焼け焦げた切株
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世界遺産地域の東側周辺地域　　　
East Extension of World Heritage Area 

from another view



18

北東高地（中央部）別角度：　　　　　　　　
　　　　North East 

Highlands(central parts)   
from another view
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古木にしかない穴を住処としている動物たち（ピグミー・
ポッサム(チビフクロヤマネ)や、フクロモモンガや、オト
メインコや、コウモリやフクロウ）は強制退去となり戻っ
て来ることはできません。
オナガイヌワシは、現在、絶滅危惧種として登録され
ています。この鳥は、他の樹冠よりも高くそびえ立つ
巨木にしか巣を作らないのです。巣のある樹木は通
常は保護されることになっていますが、残りの森が伐
採されていく中にあって、新しく巣を作ることが阻まれ
ています。

猛毒化合物 「1080」

世界保健機関によっ
て「非常に危険」と分
類されている化合物
1080を使って、ガン
ズ社は森林の野生動
物を毒殺。
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猛毒化合物「1080」

• タスマニアにおいて、年
間に撒かれている1080
の毒入りニンジンは80
トンほどで、50万の動
物たちを殺害するのに
十分な量。推定で少な
くとも、年間に１0万頭
以上が、標的種以外を
含め、無差別に殺害さ
れている。

フクロギツネ（Brushtail possum）
捕食者は、フクロウやタスマニア・デビル
など

アカハラヤブワラビー
（Tasmania Pademelon）　
　捕食者は、タスマニア・デビル、オオ
フクロネコ、オナガイヌワシなど。

ベネットアカクビワラビー

1080　標的草食動物種
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ベットン：アカフサオネズミカンガルー
　種、根っこ、虫などを食べ、
　捕食者は、メンフクロウ、フクロネコ、犬など

ヒメウォンバット：

敵はタスマニア・デビルや鷲
など

ハナナガ・ネズミカンガルー：
（ハナナガ・ポトルー）：捕食者は、
メンフクロウ、フクロネコなど。

ハイイロリングテイル

オオカンガルー

「１０８０」の影響を受ける非標的草食動物

オオフクロネコ（Spot-tailed Quall）
　食事：アカハラヤブワラビー、

タスマニア・デビル
死骸などを食べる。
ウォンバット、

アカハラヤブワラビー
フクロギツネ

「１０８０」の影響を受ける非標的肉食動物

フクロネコ（Eastern Quall）
食事：
アカフサオネズミカンガルー
ハナナガ・ネズミカンガルー
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グレイ・ゴスホーク

Masked owl

Tyto novaehollandiae

Brown Goshawk

Accipiter fasciatus

Wedge-tail eagle

Aquila audax

オナガイヌワシ

マスク・オウル

ブラウン・ゴスホーク

•豪州最大の伐採会社：ガンズ社
•広葉樹の木材チップ会社としては世界最大
•タスマニアではチップ加工を独占
•年間400万トン以上の木材チップを輸出
•最大の木材チップの顧客は日本の製紙会社
•王子製紙、日本製紙だけで、６０％の購入量
• 450万トンを利用できるパルプ工場建設計画
•これによる汚染問題
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市民は不満を表明

• 州民の85%が、オールドグロス
林の前面保護支持（2004年１
月）。

• 90%の州民は木材チップ化の
比率が高すぎると考える

• ガンズ社は批判を沈静化させ
ようと、上院議員のボブ･ブラウ
ン氏を含めて、森林保護運動
に携わる個人、団体を提訴し、
６８０万豪州ドルの賠償金を要
求。

2003年４月　5000人　　　　
　スティックス渓谷

2004年3月　15000人　　　　
　タスマニア州　ホバート

2004年6月　15000人　　　　
　オーストラリア本土にて

市民は不満を表明
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タスマニアの森林破壊に加担して
しまっているのは？

日本社会。
しかし、これを変えられるのも、

日本社会。

ガンズ社の売上額推計（２００５年年次報告より推計）

日本向け木材チップ（チップの８割と想定）

その他向け木材チップ（チップの２割と想定）

木材チップ以外の林産物

ガンズ社からの木材チップ推計供給量　(トン)（2003）
(Greenpeace Japan and Nippon Paper website)

1,600,000

1,220,000

522,000

380,000

156,000

422,000
日本製紙（Nippon Paper）

王子製紙 （Oji Paper）

大王製紙（Daio Paper）

三菱製紙（Mitsubishi Paper Mill）

中越パルプ工業（Chu-etsu Pulp）

その他（Others）

タスマニア木材チップ購入状況
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• ご清聴ありがとうございました。

タスマニアの森林問題については、
TreesNotGunns.org/jpをご覧ください。
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