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【2018年4月４日 東京】   
日本とインドネシアの国交樹立60周年の節目を迎え、両国の友好協力関係をさらに強化、 

発展させていくことを目的に、「一般社団法人 在日インドネシア経営者協会」が2018年4月4日に発足しました。 
同協会に参加したのは在日インドネシア企業29社。(2018年11月6日時点） 
設立記念式及び懇親会が同日、インドネシア共和国大使公邸で開かれ、                                                      

同協会の名誉会長には駐日インドネシア特命全権大使のアリフィン・タスリフ氏、 
代表理事にはエイピーピー・ジャパン株式会社（APPJ）のタン・ウイ・シアン会長が就任しました。 

参加企業は、国営会社のBNI銀行、ガルダ･インドネシア航空、プルタミナ社、 
民間企業のエイピーピー・ジャパンなど。 

 

AP IＪとは  



在日インドネシア経営者協会  
(インドネシア語: Asosiasi Pengusaha Indonesia di Jepang)  
の設立目的：  
 
1）日本とインドネシアの両国間における経済的、人的交流の促進 
  
2）インドネシアに関する調査研究、情報提供及び広報・啓蒙活動 
  
3）日本とインドネシアの両国間の経済成長に寄与しうる 
  グローバルビジネス経営者の育成  
 
4）会員相互の交流促進及びシナジー構築  



紙製品 

輸入 
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技能実習生     
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入会希望・お問い合わせ： 
APIJ 事務局 email : info.apij@gmail.com  
東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア14F エイピーピー・ジャパン（株）内 

会員企業の活動：  

Pacific Trading 

相生協同組合 



APP 
SUSTAINABILITY 

INITIATIVES 

APPグループのインドネシアにおける
サステナブル経営への取組み 

ASIA PULP & PAPER (APP)  

エイピーピー・ジャパン株式会社 



APP INDONESIA MESSAGING 

世界総収入 

1.5兆円 

直接雇用 

79,000人以上 

150ヶ国以上 
に向けて販売 

約2,000万トン 

年間合計生産能力 

APPのビジネス概要 

*インドネシアと中国の合計 
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エイピーピー・ジャパンの事業展開 
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紙のトータルソリューションを実現します。 

ユニバーサル・ペーパー （関連会社） 

家庭紙（ティシュ・トイレットペーパー、キッチンタオル、ペーパータオル等） 

情報用紙 
（コピー用紙等） 

印刷用紙 
（雑誌/書籍） 

産業用紙 
（パッケージ：食品/化粧品/日用品/医薬品） 
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エイピーピー・ジャパン 20年間の軌跡 

環境問題 

・違法伐採 

・絶滅危惧種 

・地域住民の

権利問題 

FCP宣言 

PEFC認証品販売開始

経団連加盟 

植樹活動5年目に 

1990年代 

2000年代~ 

2013年 

2018年 

品質対応 

安定供給 

2016年 



環境問題の背景 

 APPは創業以来、インドネシアの森林規制を
順守し、合法的な植林開発を行ってきた。 
 

 しかし2000年代に入り、国際NGOから森林
破壊に加担しているとの厳しい批判が向けら
れるなど、社会的圧力が高まった。 
 

 このため、APPは環境方針の大転換を決断
し、環境経営へと大きく舵を切った。 

  - 2012年6月 持続可能性ロードマップ ビ
ジョン2020を制定 

  - 2013年2月 森林保護方針（FCP）を
誓約し、自然林伐採ゼロを宣言 
 

 FCPを誓約してから5年が経過したが、APP
は課題に直面しながらも着実に誓約を実行し
てきている。 

9 



10 

森林保護方針（FCP） 

4本の柱 

森林伐採ゼロ 泥炭地管理 
責任ある 

原料供給会社 

自然林伐採中止 泥炭地の保護 地域の活性化 全供給会社の規律 

自然林保護の
推進と信頼性
の高い原材料
供給の確保 

先住民コミュニ
ティの権利の保
護、福祉の増大
と良好な関係の

構築 

すべてのサプライ
チェーンにおける

環境規則の完全
順守の確認 

CO2排出量削減
の促進と絶滅危
惧種の生息地の

保護 

地域コミュニティとの 
関わり 

-2013年2月5日発表 



2012年 

ビジョン2020 

FCP 5年間の軌跡 

o 持続可能性に向けた
APPのロードマップ 

o 自然林伐採ゼロ誓約
の段階的アプローチ 

o 持続可能性ロード
マップビジョン2030
の作成 

o 地域の社会問題
ワーキング・グループ
を設置 

2012年 

2017年 

o 森林保護方針の
立ち上げ 

o 自然林伐採ゼロを
宣言 

o HCV/HCS基準、
FPICの採用 

o 泥炭地の最善管
理慣行 

2014年 

2015-

2016年  o LiDarによる泥炭地
マッピングと重要な泥
炭地での操業停止 

o 総合森林農業システ
ムの立ち上げ 

o 火災監視・管理シス
テムの強化⇒森林火
災の減少 

o 泥炭地で育つ代替樹
種の開発 

o 泥炭専門家
チームの設置 

o 景観レベルの
森林保護を
支援 

2013年 

APP原料供給会社の伐採権保有
地で火災の被害を受けた地域： 

2017年：0.01％ 
2016年：0.016% 

APPの原料供給会社の伐採権
保有地内で起きた人間と野生生

物の衝突事故： 
2013年以降ゼロ 

森林再生に割り当てられた予算： 
2018年：400万ドル 

*Belantara基金向け予算は除く 
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総合森林農業システム(IFFS)  
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o 2015年のCOP21で立ち上げを発表 

o 持続可能な森林保全の実現には、地域住民との共生が
不可欠との認識 

o サプライチェーン周辺の500の村を対象として、地域住民に
代替生計手段を確保 

o APPが資金提供、技術指導、販売面で支援し、農産業、
牧畜、魚の養殖、伝統工芸などの副業を促進 

o 2018年9月現在、236の村で実施 

o このプログラムにより、違法伐採、森林火災の減少および社
会問題の解決に寄与 

森林周辺で暮らす地域コミュニティの課題： 
  

貧困 ⇒ 森林に依存 ⇒ 違法伐採  

森林減少の 
主要因の一つ 



2018年9月現在、 
IFFSプログラムは 

236の村で実施されている 

 
15,736世帯が 

IFFSプログラムの恩恵を受けている 

村レベルのIFFSプログラムに 

287億インドネシア
ルピアが投入されている 

IFFSプログラムに関わっている農民
グループのうち、女性グループは

49を数える 

IFFS ハイライト 
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＜生姜の栽培＞ 商品：赤生姜 
• 土地面積：1ヘクタール 
• 活動開始日：2017年11月8日 
• 数量：20,000鉢 
• メンバー：130人（女性を雇用） 

＜コンポストの生産＞  
• 土地面積：2ヘクタール 
• 活動開始日：2016年10月6日 
• 生産性：1,000MT/月 
• メンバー：55人 

＜ヤギの飼育＞  
• 活動開始日：2016年 
• 飼育数：40頭 
• メンバー：32人 

IFFSプログラムに関わることで、村での雇用を増やし、生計手段を確立している 

ジンジャーティ、
飲料、料理用 
として販売 

農作物の肥料 
（村の農業） 
植林の肥料として主
にWKS（APP植林
会社）へ販売 

ダタラン カンパス村の成功例（ジャンビ州） 

IFFS 成功事例 
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森林火災対策 
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o 森林火災の防止と迅速な対応 

o 2015-2017に8,000万ドルを投入し、
森林火災対策を強化 

o 2,700名の消防隊員、消火ヘリ6機、 
消防車34台、放水ポンプ698台を配備 

o こうした努力により、コンセッションにおける
2017年の森林火災は激減（コンセッショ
ン全体の0.01％） 

o 地域コミュニティの協力と防火意識の向上 

防火 

備え 

早期 
発見 

迅速 
対応 

総合火災 

管理戦略 



【インドネシアの貴重な景観地域10ヵ所・100万ヘクタール】 

ベランターラ基金による 
環境保護活動 
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o ベランターラ基金は、インドネシアの重要な景観地域10ヶ所で森林を保護し、地域の経済
発展を支援することを目的とした助成金提供団体として2015年にAPPが資金を提供して
設立。APPはその後5年間、毎年1,000万ドルを活動資金として供出することを約束。 

o ベランターラ基金はAPPから独立しており、APPから提供される元手の資金以外に、他の資
金提供者による寄付を募集している。資金の使用用途に関する妥当性を担保するために、
プロジェクト毎に外部監査を導入している。 



資金／寄付の
提供者 

ベランターラ基金 

ベランターラ基金の 
活動計画と事例 

• 森林再生 
215,000 

ha 

• 森林保護 
695,000 

ha 

• 地域 

共有林 

保全 

125,000 

ha 

 

事例： Perkumpulan Sampan Foundationと 
     IDH（2017年） 
• 地域生産物の最適化 
 （ニッパヤシの栽培やドウマンガニの養殖） 
• 地域共有林のために村の境界図を作成 
• ふたつの村で、環境保護と水路のせき止めを実施 

 

助成金を受
領した機関 

支援を提供
した機関 

助成金の 
供与先として 
検討中の機関 



o APPは2008年から国連ミレニアム開発目標（Millennium Development 
Goals/MDGs）に取り組んできた。2015以降は、持続可能な開発目標(Sustainable 
Development Goals/SDGs)の枠組みに基づいてCSRプログラムを開発している。 

o 当社のFCPは、2016年のニューヨークClimate Weekに際して行われた国連民間セクター・
フォーラムにおいて、SDG15「陸の豊かさも守ろう」という持続可能な森林管理目標の代表
事例として、第三者認証機関DNV.GL によって取り上げられた。 

o 自然林伐採ゼロだけでなく、総合森林農業システム、森林火災対策、ベランターラ基金による
環境保護活動などのAPPの環境取組みもSDGsの各項目と密接につながっているおり、 
SDGs全17項目のうち、14の目標と関連する取組みを進めています。 

SDGsへの取組み 
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国際的プラットフォームの会員に 

Tropical Forest Alliances 
19 
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 団体（一般） 英語表記 入会年 

日本紙類輸入組合 Japan Paper Importer's Association 2017 

日本製紙連合会 (賛助会員） Japan Paper Association 2017 

一般社団法人 経済団体連合会 (経団連） Keidanren (Japan Business Federation)  2016 

公益社団法人 企業市民協議会 Council for Better Corporate Citizenship (CBCC) 2016 

一般財団法人 日本インドネシア協会 Japan  Indonesia Association (JAPINDA) 2016 

コンシューマーグッズフォーラム The Consumer Goods Forum  (CGF) 2015 

一般社団法人 東京ニュービジネス協議会 The Tokyo New Business Conference (NBC) 2015 

 団体（環境） 英語表記 入会年 

日本エシカル推進協議会 Japan Ethical Initiative (JEI) 2017 

公益信託 経団連自然保護基金 
経団連自然保護協議会 

Keidanren Nature Conservation Fund 
Keidanren Committee on Nature Conservation 
(KNCF) 

2016 

アジア生産性機構 (緑の生産諮問委員会) 
Asian Productivity Organization  (Green Purchasing 
Advisory Committee / GPAC) 

2016 

国連環境計画 United Nations Enviroment Programme (UNEP) 2016 

一般社団法人 日本環境ビジネス推進機構 Japan Agency for Environmental Business (JAEB) 2016 

森から世界を変えるREDD+プラットフォーム  Japan Public-Private Platform for REDD+ 2016 

日経ＢＰ環境経営フォーラム Nikkei BP Eco Management Forum (EMF) 2014 

PEFCアジアプロモーション PEFC Asia Promotions 2009 

グリーン購入ネットワーク Green Purchasing Network (GPN) 2005 

エイピーピー・ジャパン 加入団体 



植樹した日： 
2014年10月27日 
 
場所： 
APPのパルプ材供給会社
の保全地域、アルボレタム 
 
面積：1ヘクタール未満 
植樹本数：1,000本 
樹種：Shorea 
Leprosula 
参加者：約50名 

植樹した日： 
2015年8月11日 
 
場所： 
APPのパルプ材供給会社の
保全地域、ラサウ・クニン地
区ペルティウィ地域 
 
面積：約25ヘクタール 
植樹本数：10,000本 
樹種：Shorea Sp 
参加者：約110名 

植樹した日： 
2016年8月4日 
 
場所： 
APPのパルプ材供給会社の
保全地域アルボレタム 
 
面積：約0.8ヘクタール 
 
植樹本数：1,000本 
*APPはさらに、リアウ州ミナ
ス・タフラの6,000haを保護
することを誓約 
 
樹種：Shorea 
Leprpsuka 
参加者：約160名 

植樹した日： 
2017年8月7日 
 
場所： 
ソレク地方にあるAPPのパ
ルプ材供給会社の保全地
域 
 
面積：約20ヘクタール 
植樹本数：10,000本 
樹種：S Balangeran 
参加者：約170名 

植樹した日： 
2018年9月7日 
 
場所： 
タプン地方にあるAPPの
パルプ材供給会社の保
全地域 
 
面積：約20ヘクタール 
植樹本数：10,000本 
樹種：S Balangeran 
参加者：約180名 
 

2018 

植樹本数 合計:32,000本   植樹面積 合計：約67ha 

日本のステークホルダーとの植樹活動 



2018年植樹活動の様子 
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• 5年目になる2018年9月に行われた植樹活動では、 
IFFSによって地域住民が作った野菜・果物などを日本の皆さまにも見ていただきました。 

 



日本の大学生や高校生が来訪 

o 2017年11月6日、京都大学と
ジャンビ大学の学生たちがAPPの
総合火災管理戦略の施設と、ジャ
ンビ州スンガイ・タパにある総合森
林農業システム（IFFS）が実施
されている村を訪問 

o 2015年および2017年、筑波大
学付属坂戸高等学校の生徒のみ
なさんが、ペラワンにあるAPPの植
林地を訪問し、インドネシアの紙パ
ルプ産業と林業について学んだ 
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日本最大級の環境展示会 
「エコプロダクツ展」への継続出展 
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• 2017年12月「エコプロ2017」：8,000人以上がAPPブースに来場 

• 2017年・2018年と2年連続エコプロ展におけるAPPブースのデザインが評価され、 
展示ブースデザイン本「Exhibition Booth」に掲載 

 

*2018年度ブースイメージ 

12/6-8 

東京ビッグサイト 

2013年からの6年間、毎年エコプロ展へ出展。APPの環境への取り組みを広く認知していただく良い機会となる。 

 



o APPに対して賛否両論ある一方で、この5年間におけるFCP（森林保護方針）に基
づく自然林伐採ゼロ方針は着実な成果を見せています。 

o コンセッション内の保全地域における自然林消失率は2017年に0.1%まで下がりました。 

o 2015年末に発表したIFFS （総合森林農業システム）は2018年9月までに236村
落への支援が始まっており、目標とする500村落に向けて着実に進展しています。 

o コンセッション内の保護エリアは既に60万haに及び、さらにBelantara基金と協力してイ
ンドネシア国内10カ所の森林景観保護を推進していきます。 

o APPは、今後もFCPを継続的に実行していくことが最重要だと考えています。そのために
も、NGO、メディア、政府、教育機関、取引先、地域コミュニティといった様々なステーク
ホルダーの皆さまと一緒に活動していただけるように引き続き努力してまいります。 

~最後に~ 今後の挑戦課題 
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FCP（森林保護方針） 

 

NGO 

政府 

学者 
教育機関 

企業 
取引先 

地域 
コミュニティ 

メディア 



THANK YOU 


