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持続可能な開発目標:
SDGs (Sustainable Development Goals)とは？

SDGs：持続可能な開発目標とは、2015年に国連
で採択された2030年を目標とした持続可能な開発の
ための国際合意。正式名称は「我々の世界を変革す
る：持続可能な開発のための2030年アジェンダ」
17の大目標と169の個別目標が設定。

なお森林関連の課題は2020年を目標としており、
10年前倒しでの達成を目指す。



持続可能な開発目標:SDGs (Sustainable Development Goals)

ゴール15：陸上生態系の保護、回復および持続可能な利用の推進、
森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、土地劣化の阻止および反転、なら

びに生物多様性損失の阻止を図る。

・ターゲット15.2: 2020年までに、あらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施を
促進し、森林減少を阻止し、劣化した森林を回復し、世界全体で、持続可能な
形での森林拡大と森林再生を増加させる。

・ターゲット15.5: 自然生息地の劣化を抑制し、生物多様性の損失を阻止するた
め、緊急かつ意味のある対策を講じ、2020年までに絶滅危惧種を保護し、また絶
滅を防止する。



持続可能な開発目標:SDGs (Sustainable Development Goals)

ゴール12：持続可能な消費と生産のパターンを確保する

・ ターゲット12.2: 2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を

達成する。

・ターゲット12.6: 特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り

組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励する。

・ターゲット12.7:国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を

促進する。



パーム油拡大のトレンド

80% of those emissions are from rainforest and peatland 
degradation and loss.



残された森林

80% of those emissions are from rainforest and peatland 
degradation and loss.



ルーセル・エコシステム

の搾油工場と
アブラヤシ事業管理地



森林減少は低地林で継続

パーム油による森林減少は、世界的に重要なルー
セル・エコシステムの低地熱帯林で続いている。

PT Aloer Timurを例外として、これらの全企業が
2018年１月以降に皆伐が行われた。



絶滅危惧種が危害を被り続けている

200頭以上のスマトラゾ
ウの群れのために重要な
回廊において、
森林減少が発生している。



絶滅危惧種スマトラゾウ生息地を違法に開発

PT.Agra Bumi Niaga(PT ABN) 
2016年6月に適切な許可がなく政府が農園を封印
2017年2月RANの報告で違法な農園開発(動画)が発覚

https://www.ran.org/leuser-watch/leuser_watch_ptabn/
https://www.youtube.com/watch?v=U5Z28VwRaio&feature=youtu.be


PT.ABNのパーム油は、世界中に提供



PT.ABNのパーム油は、世界中に提供



NDPE方針採択へ改善
PT.Agra Bumi Niaga(PT ABN) （2020年2月）

NDPE方針採択で開発停止、以前の顧客にレター
事業管理地内での保全地域の看板

PT.Mopoli Raya（2019年3月）

https://www.ran.org/leuser-watch/palm-oil-producer-issues-new-commitment/
https://mopoliraya.com/berita-2/


LeuserWatch.orgで、問題企業について報告



LeuserWatch.orgで、問題企業について報告

PT.Indo Alamの動画 （2020年3月撮影）

%3Ciframe%20width=%22603%22%20height=%22339%22%20src=%22https://www.youtube.com/embed/JKz_lnBf__s%22%20frameborder=%220%22%20allow=%22accelerometer%3B%20autoplay%3B%20clipboard-write%3B%20encrypted-media%3B%20gyroscope%3B%20picture-in-picture%22%20allowfullscreen%3E%3C/iframe%3E


LeuserWatch.orgで、問題企業について報告

PT. Indo Sawit Perkasa の （2020年5月報告）



民間セクターの介入が必要です

1.一時停止措置を実施することを含めて、森林減少禁止、泥炭地
開発禁止、搾取禁止の生産に沿ってパーム油調達方針を強化

2. 搾油工場やパーム油果房のサプライヤーを含めて、
サプライヤーの情報開示（農園・搾油工場リスト、精製工場リスト）

3. 国連指導原則に沿った苦情処理メカニズムを確立し、不遵守事
例や、ルーセル・エコシステムを含めたサプライチェーン上のNDPE不遵
守事例について対処に関する行動を説明する定期的な更新情報
（グリーバンス・リスト）を公表



NDPE方針
(No Deforestation, No Peat, No Exploitation)とは？

NDPE：（法令遵守は大前提）
1)森林減少禁止、
2)泥炭地開発禁止、
3)搾取禁止

持続可能なパーム油に関する投資家作業グループ（IWG: The Investor 
Working Group on Sustainable Palm Oil）は、国連の責任投資原則
（PRI）の署名者の団体であり、持続可能なパーム油産業の発展を支援す
る投資機関のグループです。運用資産が約7.9兆ドルにのぼる56の投資機
関によって賛同された2019年のIWG声明で、NGOの働きかけもあり、
NDPE方針をRSPOに求め、RSPO2018の改定で採択。



NDPE方針
(No Deforestation, No Peat, No Exploitation)とは？

NDPE：森林減少禁止→ HCSAツールキット

・高い保護価値(HCV)を持つ地域の転換禁止
・高炭素貯蔵林（HCS）の転換禁止
・新規プランテーションや再植栽の準備における
火入れ禁止

・既存のプランテーションに関わる
GHGの段階的削減



NDPE方針
(No Deforestation, No Peat, No Exploitation)とは？

No Deforestation：森林減少禁止のためのツール



NDPE方針
(No Deforestation, No Peat, No Exploitation)とは？

No Peat：泥炭地開発禁止 →保全措置と回復

・深さに関わらず泥炭地の開発禁止

・RSPOの既存の農園管理ベストプラクティスの実施

・可能な場合、泥炭地回復のオプションを検討



NDPE方針
(No Deforestation, No Peat, No Exploitation)とは？

No Exploitation：人々や地域住民の搾取禁止
→人権DDと救済へ

・世界人権宣言の尊重と支持
・契約労働者、臨時労働者および移民労働者を含む
全ての労働者の権利の尊重と擁護

・小規模農家のサプライチェーンへの参加の支援
・土地に対する権利の尊重
・先住民族および地域住民の自由意志による事前の
十分な情報に基づく同意(FPIC)の尊重

・オープンかつ透明性のある協議プロセスを通じた
苦情および紛争の解決



NDPE方針は、RSPO2018では、全て満たすが、
インドネシアのISPOやマレーシアのMSPOでは満た
すことはできない。

パーム油調達ガイドを参照

https://palmoilguide.info/wp-
content/uploads/2020/09/final.pdf

また、RSPOのマスバランス（MB）以下の方式では
非認証油が混入されるので、NDPEは満たせない。

https://palmoilguide.info/wp-content/uploads/2020/09/final.pdf


NDPE方針の採択から実施へ



ネスレの森林減少リスク評価(2020年3月)



・既存の調達先の開示

・調達する可能性のある地域
の特定と森林の地図作成

・泥炭地のリスク状況の地図

・先住民族や地域住民の土地
権に関するリスク状況の地図

ネスレの森林フットプリント (2020年11月)



ネスレ社の森林フットプリントの開示：森林



森林フットプリントの開示：泥炭地



森林フットプリントの開示：土地権



パーム油輸入の概要

日本への油としての輸入量は、約75万トン
日本企業の企業としての取り扱い量

（ACOP情報に基づくGPN集計）
不二製油：73万6千トン
三井物産：52万トン
花王：41万7千トン

伊藤忠商事：36万トン
三菱商事：30万9千トン
双日： 8万トン
丸紅： 4万2千トン

世界全体では、7000万トン（インドネシア4000万トン、
マレーシア2000万円、他1000万トン）



トレーサビリティ：生産現場の調達元の確認

・サプライヤー企業のトレーサビリティ状況の確認

・どこまで確認可能か

（農園、搾油工場（ミル）、精油工場、サプライヤー）

・どこまでNDPE方針と実施状況を確認可能か？

・ミルリストの確認と公表

（不二製油、花王、日清オイリオ、伊藤忠商事）

責任あるサプライチェーン対応：トレーサビリティ



責任あるサプライチェーン対応：企業グループ

・物品評価（調達対象のみ）

・企業評価（調達対象以外の製品や分野も含む）

・企業グループ評価（調達対象以外のグループも含む）

・トレーサビリティ、NDPE方針、NDPE実施状況

・NDPE 対応製品をNDPE対応企業グループから調達へ
・NDPE対応製品でも、NDPE対応企業でない場合は、
サプライチェーンでの混入リスク、

加担リスク（森林破壊や人権侵害）、

不十分な人権デューデリジェンス、悪評リスクが残る

・NDPE対応企業グループからの調達で、広い責任



製品評価の課題と限界：

・特定の農園では適正な製品を供給する一方で、調達

先でない他の農園で不適正な問題のある方法で生産す
る場合（グリーン・ウォッシュ）

・汚職や脱税など不正行為、不透明な企業構造等の企
業や企業グループレベルの課題への対応

・製品を未供給の新規開発農園企業では、コントロー
ル不能

→企業として将来の不買リストとして、あるいは他
分野での製品を持つ企業グループがあれば、企業グル
ープとして対応要請へ

責任あるサプライチェーン対応：製品評価の限界



特定されたリスクを管理して、合意した期限までに達成できな

ければ、サプライヤーとの関係を停止。ネスレの以下の企業や

企業グループについては、2018年以降サプライチェーンから外
れている。

（ネスレ） （ユニリーバ）
DTK Opportunity
Korindo Group
Indonusa
PACIFIC INTER-LINK (HSA)
PT. Indo Sawit Perkasa
PT. Kallista Alam
PT. Laot Bangko
PT. Surya Panen Subur
PTT Green Plc
Samling
Salim Group/Indofood
Noble
Posco Daewoo
Cilandri Anky Abadi

責任あるサプライチェーン対応：不買リスト

https://www.unilever.com/Images/suspended-unilever-palm-oil-suppliers-and-growers_tcm244-554815_en.pdf


社会的な認知度が日本でも向上へ



日本の銀行は、ルーセルの森林減少に
関係のある企業にも資金提供



消費者による企業への働きかけが必要です

１．パーム油を利用する企業のウェブサイトから、要求
内容を送付し、森林減少、泥炭地の破壊、人権の侵
害を禁止する責任あるパーム油方針を採用することを
求めるメッセージを送ったり、電話をかけるなど働きかけ
る

2. RANによる日清食品株式会社に対して、2030年と
いう達成目標の改善と、ミルリストの公表を求める
Change.orgの署名サイトに参加する

3. 今日のイベントで知ったことや考えたことを自分のソー
シャルメディアでシェアする

４．などなど



ありがとうございました。

川上豊幸
かわかみ とよゆき

Japan Representative, Rainforest Action Network 

以下をご覧ください。
レインフォレスト・アクション・ネットワーク: www.japan.ran.org
ルーセル・ウォッチ(英語): www.LeuserWatch.org
ラブ・ルーセル（英語）: www.LoveTheLeuser.org

購入企業向けサイト: http://palmoilguide.info
消費者サイト: http://plantation-watch.org/abunaiabura/
企業へのメッセージ送付サイト: http://plantation-watch.org/sousenkyo/
プランテーション・ウォッチのサイト: http://plantation-watch.org/

http://www.japan.ran.org/
http://www.leuserwatch.org/
http://www.lovetheleuser.org/
http://palmoilguide.info/
http://plantation-watch.org/abunaiabura/
http://plantation-watch.org/sousenkyo/
http://plantation-watch.org/

