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• 「H26年度 海外植林におけるナショナルリスク
アセスメント手法の開発 報告書」（日本製紙
連合会） 

• 林業・木材産業における合法性・持続可能性 

• 欧米政府による合法性推進強化 

• 各認証制度による欧米規制への準拠 

• 「ナショナルリスクアセスメント」→ 国ごとの違
法リスクの評価 
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Deep Green  

Consulting 
 



• 2秒毎にサッカー場の大き

さの森林が違法に皆伐採
（世界銀行、2012年） 

• 100－150億ドルにのぼると
も推定される巨大ビジネス 
（インターポール、2012） 

• 組織的犯罪 
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Deep Green  

Consulting 
 

図：インターポール資料より 



• 2000年代初頭の伐採

の半分が違法の可能
性 

• 2004年、世界市場で熱

帯材・用材・合板の半
分が違法材に由来す
る可能性 

• 日本の輸入量の12％

は違法リスクが高い可
能性 5 

Deep Green  

Consulting 
 

Lawson, S. and MacFaul, L. 
(2010) Illegal Logging and 
Related Trade: Indicators of 
the Global Response. 
London: Chatham House 

籾井まり 違法木材の取引：
日本における取組 - チャタ
ムハウスの評価（2014年、
英国王立国際問題研究所） 



• 国際的な
定義なし 

• 伐採国の
法律への
違反 
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図：フェアウッドパートナーズHPより 

レーシー法のもとの「違法行為」 



• 熱帯雨林には陸上
の生物種の半分が
存在 

• 人間活動による温暖
化ガスの20％近くが

森林破壊による可能
性 
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Deep Green  

Consulting 
 

地球 

温暖化 
 

生物多様性の 

損失 

森林破壊 
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Nellemann, C. (2012), Green 
Carbon, Black Trade: Illegal 
Logging, Tax Fraud and 
Laundering in the World’s Tropical 
Forests. INTERPOL Environmental 
Crime Programme (eds) 

汚職・賄賂 
 

脆弱なガバナ
ンス 

国際的・組織
的犯罪 

違法伐採
に関わる
側の問題 生活手段・生

活環境 

土地に関する

権利 
 

労働問題 

コミュニ
ティ・先住
民族 



 

• 対応する法規制（ドット・フランク法など） 
• 原材料調達の国際基準（GC, OECD, ISO） 
• 認証制度（FSC, PEFC, SGEC） 9 
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• 違法木材は世界の木材価格を最大で
16％も抑制している 

     （全米林産物製紙協会、2004年） 



1970年代・80年代～ 森林破壊に対する批判 

 

1990年代 企業の木材調達方針・政府調
達の合法（持続可能）木材調達の義務付け 

 

民間調達の規制法成立 

米国：2008年 

EU：2010年 

オーストラリア：2012年 
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日本 

政府調達 法による違法木材禁止 

民間調達 自主規制 

米国・EU・オーストラリア 

政府調達 法による違法木材禁止 

民間調達 法による違法木材禁止 

12 
「世界は変わってきている。」 アメリカ広葉樹連盟元会長 Jamey French氏 
2012年11月14日 FoE Japan / 地球人間環境フォーラム主催 フェアウッドセミナーにて 

  
違法材を水際で排除  
事業者にデュー・ディリジェンスの義務 
トレーサビリティーの確保 
違反者には罰則あり 

Deep Green  

Consulting 
 



• EU木材法成立（2010年） 
• ステークホルダー・コンサルテーション（2011年3月、4月） 

• モニタリング団体についての細則（2012年2月) 

• DD及びモニタリング団体検査についての細則
（2012年6月） 

• ステークホルダー・コンサルテーション 

•ガイダンス文書（2013年2月） 

Deep Green  

Consulting 
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EU  Forest Law Enforcement, Governance 
and Trade: EU FLEGT 

FLEGT行動計画（「森林の施行・ガバナン
ス・貿易に関するEU行動計画」） 2003年よ
り実施 

森林破壊・違法伐採 ＝法整備・法取締・汚
職・ガバナンスの問題 

Deep Green  

Consulting 
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二国間協定：Voluntary Partnership Agreement 
(VPA) 

 

 

 

 

  

ステークホル
ダー・コンサル
テーション 

信頼できる「合
法性」定義と
キャパシティー・
ビルディング 

合法木材のライ
センス化： 

FLEGT材 

 

Deep Green  

Consulting 
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図：VPA仕組みフェアウッド・パートナーズ資料 

＊FLEGT材（ライセ

ンス材）はリスクア
セスメントなしにEU
市場へ輸入できる 

Deep Green  

Consulting 
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European Forest Institute ウェブサイトより作成 

国名 VPA交渉進捗状況 

コンゴ共和国 2010年5月署名 

ガーナ 2009年11月署名 

カメルーン 2010年10月署名 

中央アフリカ 2011年11月署名 

リベリア 2011年7月署名 

インドネシア 2013年9月署名 

コートジボ
ワール 

2013年2月より交
渉中 

国名 VPA交渉進捗状況 

コンゴDRC 2010年10月より交渉中 

ガボン 2010年9月より交渉中 

ガイアナ 2012年12月より交渉中 

ホンジュラス 2013年1月より交渉中 

ラオス 2012年4月より交渉中 

マレイシーア 2007年1月より交渉中 

タイ 2013年9月より交渉中 

Deep Green  

Consulting 
 

17 



 

1. 事業者は違法木材をEU市場に持ち込まない 

2. 最初にEU市場に木材製品を持ち込む業者

はその製品が合法木材であることを確認す
る「デュー・ディリジェンス」調査を行う 

3. トレーサビリティーの確保（EU市場において

木材製品を購入した業者はサプライヤーと
顧客の情報を記録）               Regulation (EU) No 995/2010 

 

Deep Green  

Consulting 
 

18 



 

• 無垢材・フロア材・合板・パルプ・紙など広範囲
の木材製品を含む 

• 対象製品のリストは実施状況に合わせ改訂され
る 

• EU加盟国が原産国となる製品にも適用 

• 対象外：再生材・ラタン・竹・印刷物 

 

• FLEGT材・CITES材はDDの対象外 

Deep Green  

Consulting 
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対象製品リスト 
- 4401 Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms; wood in chips or particles; sawdust and wood 
waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms 
- 4403 Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared 
- 4406 Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood 
- 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness 
exceeding 6 mm 
- 4408 Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for other similar laminated 
wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a 
thickness not exceeding 6 mm 
- 4409 Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, 
rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not 
planed, sanded or end-jointed 
- 4410 Particle board, oriented strand board (OSB) and similar board (for example, waferboard) of wood or other ligneous 
materials, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances 
- 4411 Fibreboard of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances 
- 4412 Plywood, veneered panels and similar laminated wood 
- 44130000 Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapes 
- 441400 Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects 
- 4415 Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood; cable-drums of wood; pallets, box pallets and 
other load boards, of wood; pallet collars of wood 
(Not packing material used exclusively as packing material to support, protect or carry another product placed on the 
market.) 
- 44160000 Casks, barrels, vats, tubs and other coopers’ products and parts thereof, of wood, including staves 
- 4418 Builders’ joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and 
shakes 
- Pulp and paper of Chapters 47 and 48 of the Combined Nomenclature, with the exception of bamboo-based and 
recovered (waste and scrap) products 
- 940330, 940340, 94035000, 940360 and 94039030 Wooden furniture 
- 94060020 Prefabricated buildings 
 

Deep Green  

Consulting 
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自らの取引する木材製品が違法材でないことを
確実にするためにあらゆる方法を駆使して調査
確認をする義務 

 

3つのステップ 

 

Deep Green  

Consulting 
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基本情報： 

• 製品の商標・種類、樹種（一般名・学名） 

• 伐採国または（i）伐採地域（ii）伐採許可書内容 

•  数量（体積、重量または単位数） 

•  サプライヤー情報（名称・住所） 

•  売り先の業者の情報（名称・住所） 

• 適用法遵守を示す文書など 

22 
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違法リスクを事業者が分
析・評価できるようにする
リスク評価手続 

23 

Deep Green  
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• 適用法の遵守 

• 樹種の違法リスク 

• 伐採国・伐採地域の違法リスク 

• 木材および木材製品のサプライチェーンの複雑
さ 

 

• 国連安全保障理事会またはEU理事会が木材の
輸出入に対して課した制裁の有無 
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第2条(h) ‘applicable legislation’（適用法）：合法性・違
法性の根拠となる様々な法律であり、以下を含む： 

• 合法的な境界内で木材を伐採する権利 

• 伐採権や税金など木材に関する支払 

• 環境・森林に関する法律 

• 保有権や使用権などに関する第三者の法的権利 

• 貿易や税関 
 25 

Deep Green  
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証明する事項 文書 

法的に決められた境界線内で
伐採する権利 

一般的に文書・電子文書で入手可能。例えば土地の所有
権・利用権に関する書類、契約書、伐採契約書など。 

伐採権や木材に関する支払 一般的に文書・電子文書で入手可能。契約書、銀行の文書、
VAT文書、公式領収書など。 

環境・森林に関する法律を含む
伐採に関する法律 

（木材伐採に直接関係する場
合、森林管理、生物多様性保
全を含む） 

公式な監査記録、環境適合証明、認可済み伐採計画、
coupe closure report、ISO証明、自主規範、強固な法的監

視・木材追跡と管理手続を証明する公的に入手可能な情報、
原産国当局が発行した公的文書など。 

伐採により影響を受ける土地
利用や保有に関する第三者の
法的権利 

環境影響評価、環境管理計画、環境監査報告書、社会的責
任契約、保有権などに関する申立・対立に関する個々の報
告書 

森林セクターに関する貿易・税
関規則 

一般的に文書・電子文書で入手可能。契約書、銀行の文書、
貿易記録、輸出入ライセンス、輸出税の公式領収書、輸出
禁止リスト、輸出割当授与など。 

Deep Green  

Consulting 
 



追加情報の収集 

EU法に適合する 

森林認証制度 

適用法への 

準拠の証拠 

リスクの高い 

樹種・地域・SC 

か否かの判断 

「無視できるリ
スク」 →輸入 
 
 

「無視できない
リスク」 → 

リスクアセスメント 

リスク緩和措置 

Deep Green  

Consulting 
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どこで伐採？ 

ガバナンスの 

心配は？ 

文書はすべて
揃ったか・証明
できるか？ 

違法伐採に関与
する企業がSC中
にあるか？ 

SCは複雑か？ 
EUガイダンス文書より作成 

Deep Green  

Consulting 
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「リスク評価手続きにおいて特定されたリスクが無視でき
る程度である場合を除き、リスク軽減に向けた手続き。リ
スクを効果的に最小限にする上で適切かつ釣り合いの
取れた数々の対策・手続きが用いられ、追加的な情報・
文書や第三者による認証が求められる場合がある。」 

29 
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• 登録監督団体がDDの実施をモニタリング 

• 事業者と利害関係のない独立第三者 

• これら団体はDDツールを提供 

• 法的責任はあくまで事業者に 

• NEPCon（独立団体、EU全域で認定）、Conlegno（独立
団体、イタリアで認定）、Control Union（認証会社、EU
全域で認定）、Bureau Veritas（コンサルティング会社、
EU全域で認定） 

• 加盟国政府による検査（立ち入り検査含む）・罰則規
定 
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http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Coordinates of NepCon.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Coordinates of ConLegno.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Coordinates of ControlUnion.pdf
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Coordinates B Veritas.pdf
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• オーストラリア違法伐採禁止法（The Australian 
Illegal Logging Prohibition Act 2012） 

• DD義務の導入日(2014年11月30日)から18カ月

間は企業が努力している場合、積極的に摘発し
ない 

• 罰則：故意、過失に関わらず、5年以下の懲役と、
個人の場合85000ドル以下、法人の場合425000
ドル以下 
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情報収集 

木材合法性枠組みまたは国別
ガイドラインの使用(オプション) 

リスクアセスメント 

リスク緩和措置 
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• 木材合法性枠組みの認める制度 

  FSC FM認証＆CoC認証 

  PEFC FM認証＆CoC認証 

  EU FLEGT ライセンス制度 

 

 

• 国別ガイドライン 

  順次農務省HPに記載 

  （http://www.agriculture.gov.au/forestry/policies/illegal-
logging/information-resources） 



• 1900年制定 

• 米国で最も古い野生生物の取引を取り締まる法律
（動物種と海洋種） 

• 2008年 植物種が加わる 

 （The Food, Conservation, and Energy Act of 2008) 

• 担当省庁 米国農務省  動植物検疫課 

• APHIS (Animal and Plant Health Inspection Service)：
http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/ 

 

Deep Green  

Consulting 
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国内または外国の法律に基づき以下を違法とする： 
• 盗まれたもの 

• 公的に保護された地区から採取した場合（公園や保護
地区など） 

• 上記以外で、当該国の法規制で公的に指定された地区
から採取した場合 

• 必要な認可を受けず/それに違反して採取した場合 

• 採取、運搬、商業取引に関連して発生するロイヤリ
ティー、税、各種の料金を支払わない場合 

• 輸出または積替えに関する法律に違反した場合 
 

HR2419  節8204 レイシー法修正条項 3372 （仮訳） 35 
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  輸入申告 
正確な記録保
持・ラベル表示 

「デュー・ケア」 

Deep Green  

Consulting 
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37 

• 細則はない 

• 法的義務ではない 

• 罰則を判断する際の考慮
要素 

• 当局の摘発に依存するシ
ステム 

Deep Green  

Consulting 
 



  

Environmental Investigation Agency (EIA)資料 

Deep Green  

Consulting 
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Environmental Investigation Agency (EIA)資料 

Deep Green  

Consulting 
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2009年 マダガスカル産の黒檀押収 

2001年 インド産ローズウッド押収 

2012年 犯罪取締協定締結 

Ｇ社はデューケアを怠ったことを認める 

• 黒檀の没収 

• 30万ドルの罰金 

• 5万ドルの自然保護基金の徴収 

• デューケア実施のための7ステップが命じられた 
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NY Times HPより 

Deep Green  

Consulting 
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http://www.rila.org/
http://www.hardwoodfederation.net/main/index.php
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FSC管理木材のリスク評価項目 ＥＵ法第6条（DD）の合法性の

チェック項目（該当の可能性の
ある部分） 

違法に伐採された木材 第6条にある全項目 

伝統的権利、人権を侵害して伐採さ
れた木材 

保有権や使用権などに関する
第三者の法的権利 

保護すべき価値の高い価値を有し、
その価値が施業活動によって脅かさ
れている森林で伐採された木材 

環境・森林に関する法律 

天然林の転換を目的とした伐採に
よって搬出された木材 

環境・森林に関する法律 

遺伝子組み換え樹が植えられたエリ
アから伐採された木材 

環境・森林に関する法律 
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• http://www.globalforestregistry.org/ 

• 国ごとに違法性・持続可能性のリスクを評価 

• 「特定できないリスク」「低リスク」 

• オーストラリア、ベルギー、（ブラジル）、ブルガ
リア、チリ、チェコ共和国、デンマーク、ドイツ、
イタリア、日本、ニュージーランド、ポーランド、
ポルトガル、ルーマニア、ロシア、スペイン、ス
イス、ウクライナ、イギリス 

http://www.globalforestregistry.org/
http://www.globalforestregistry.org/


合法性 
伝統的権利お
よび市民権 

保護価値の高
い森林（HCVF） 

森林転換（植林
地または森林
以外の用途） 

遺伝子組み換
え植林 

Deep Green  

Consulting 
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46 

Deep Green  

Consulting 
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合法性 
  

 原産地は、以下の森林ガバナ
ンスに指標がすべて存在する
場合、違法伐採に関しては低
リスクであると考えられる。 

特定できな
い リ ス ク
（赤） 

1.1 該当地域における関連法の取締りの証
拠 

  緑 

1.2 該当地域において、厳密で効果的なラ

イセンスと伐採許可証の授与のためのシス
テムを含め、伐採の合法性と木材購入の合
法性を証明する証拠がある 

  緑 

1.3 該当地域において違法伐採の証拠ある
いは報告が、ほとんどあるいは全くない 

  緑 

1.4 伐採権の授与または発行、あるいは伐

採や木材取引に関する法取締の他の分野
に関連する汚職があるという認識は低い 

  緑 

2. 伝統的権利・市民権  原産地は、以下の指標がすべ
て存在する場合、伝統的権利、
市民権、及び集団的権利に関
しては低リスクであると考えら
れる 

低 リ ス ク
（緑） 

オーストラリアの評価 

47 
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2. 伝統的権利・市民権  原産地は、以下の指標がすべ
て存在する場合、伝統的権利、
市民権、及び集団的権利に関し
ては低リスクであると考えられる 

低リスク（緑） 

2.1 該当国に関して、国連安全保障理事会に
よる木材輸出の禁止制裁がない 

  緑 

2.2 該当国または地域が、紛争木材のソース

として指定されていない（例：米国際開発庁タ
イプ１紛争木材） 

  緑 

2.3 該当地域の森林において、児童労働や国
際労働機関（ILO）の「労働における基本的原
則及び権利[に関するILO 宣言]」に違反してい
る証拠が存在しない 

  緑 

2.4 利用権、文化上の利点、または伝統的文

化的アイデンティティーを含む伝統的権利に
関して相当な規模の紛争を解決するための認
識された衡平なプロセスが存在している 

  緑 

2.5該当地域の森林において、先住民族及び
種族民に関するILO169号条約への違反の証
拠が存在しない 

  緑 

オーストラリアの評価 
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5. 遺伝子組換え樹木  原産地は、以下の指標の一つ
でも適合する場合、遺伝子組
換え樹木に関し、低リスクであ
ると考えられる 

低 リ ス ク
（緑） 

5.1  

該当国や該当地において、関連樹種の遺
伝子組換え樹木の商業利用がない 

    

5.2 遺伝子組換え樹木の商業利用にライセ

ンスが義務付けられており、商業利用のた
めのライセンスは存在しない 

    

5.3 該当国において遺伝子組換え樹木を利
用することが禁止されている 

    

オーストラリアの評価 
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• 政府と民間の関係における腐敗度を数値化
したランキング 

• 各国の公務員や政治家などが企業や個人か
らの賄賂などの不正行為に応じるか、など腐
敗度を調査と評価によって数値化 

• トランスペアレンシー・ 

  インターナショナル 

  が作成 
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必要条件 

基準 

ツール 

デューデリ
ジェンスシス
テム 

監督ツール 

報告書のテン
プレート 

サービス 

訓練 

デューデリ
ジェンスサ
ポート 

サプライヤー
評価 

証書 

NEPCon HPより 
LegalSourceプログラム構成要素 
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 NEPCon HPより LegalSourceツール一覧（1） 

コード 名前 ガイドライン 

LS-02 LegalSource基準 LegalSource基準はDDの実行を必要条件に含ん

でいます。これは違法調達のリスクを管理する
必要がある企業には実行することを推薦してい
ます。また、LegalSource認証が必要な場合は義
務となっています。 

LS-04 LegalSourceサプ

ライヤー監査報
告テンプレート 

サプライヤー監査報告を行う組織が活用するこ
とのできる報告書のテンプレートです。このテン
プレートはNEPConまたはサプライヤーの
LegalSource基準に対応する監査を行う組織が利
用することができます。 

DD-01 DDガイドライン これは現在利用者が読んでいる文書です。 

DD-02 LegalSource DD

マニュアルテンプ
レート 

利用者が自社のDDテンプレートの基盤として利

用できるテンプレートです。このテンプレートは
LegalSource基準を満たすために必要な主要要
素を含んでいます。 

DD-03 責任調達方針テ
ンプレート 

責任調達方針のひな形です。これは利用者の組
織内で適応させることができますが、
LegalSource認証を取得する場合、実行の程度
や範囲を変更することはできません。 
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 NEPCon HPより LegalSourceツール一覧（2） 

DD-04 サプライヤーマネ
ジメントフォーム 

このフォームはサプライヤーの情報を収集し評価する手
助けになります。リスク確認チェックリスト（Annex2）を使っ

て確認された関連するリスク、製品、調達先、サプライ
ヤーに関連する情報の記載事項の収集に利用できます。 

DD-05 サプライヤー情
報フォーム 

このフォームはサプライヤーが利用者に供給する製品や
サプライヤーに関する情報を収集するためにDD-06と共に

使用されます。サプライヤーはできる限り多くの情報をこ
のフォームに記入する必要があります。このフォームはま
ずサプライヤーが非認証木材を供給している場所で使用
されます。 

DD-06 サプライヤー情
報レターテンプ
レート 

サプライヤーから追加情報を得るために使われるレターテ
ンプレートです。 

DD-07 サプライチェーン
情報フォーム 

特定のサプライヤーの調達情報や準サプライヤーの情報
を収集、管理するために使用されます。利用者がサプライ
ヤーから追加のサプライチェーンの詳細情報を必要とする
際に役立ちます。 
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 NEPCon HPより LegalSourceツール一覧（3） 

DD-08 サプライヤー同意
書 

低リスクが確認できない時、利用者がサプライヤーに送る
同意書テンプレートです。利用者自身もしくは指名された監
査団体による監査を行うため同意が必要であることを説明
しています。 

DD-09 リスク特定ガイド
ライン 

リスク特定プロセスの詳細なガイドラインです。 

DD-10 リスク特定テンプ
レート 

リスク特定プロセスで使用されるエクセルテンプレートです。 

DDガイドライン
Annex2 

リスク確認チェック
リスト 

製品ごとにサプライチェーンでの違法伐採のリスクを体系的
に把握することを可能にする必須の質問リストを含んでいま
す。チェックリストはリスク特定の各カテゴリーに関するガイ
ダンスを含んでいます。 

DDガイドライン
Annex3 

リスク特定概観 リスク特定プロセスの紹介 

DDガイドライン
Annex4 

リスク緩和ガイド
ライン 

リスク緩和ガイドラインは異なるリスクそれぞれへのリスク緩
和の選択肢を記載しています。 

DDガイドライン
Annex5 

サプライヤー検証
ガイドライン 

サプライヤーのLegalSource必要条件への準拠状況の確認
のためのガイダンス 
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基本的なステップ：情報へのアクセス、リスクアセスメント、
リスク緩和 

  

 リスクの存在するカテゴリー：原産国の法規制への準拠
の有無、輸送も含めたサプライチェーンの管理、木材の
管理システム（非合法材の混入） 

  
情報へのアクセスの手段 
   サプライヤーとの協働が鍵 
  
 「無視できるリスク」の特定 
   高リスクの特定から、「無視できるリスク」の特定へ 
   「無視できるリスク」、と判断される場合以外はすべて、  
   何らかのリスク緩和措置が必要 
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合法性証明文書の信頼性も含めたリスクアセスメント 
   違法伐採のリスクが高い地域、ガバナンスが脆弱で  
   汚職の蔓延する原産国など、リスクが無視できない 
   場合には文書の入手のみでは不十分 
  
課題 
 
「適用法」「リスク評価基準」範囲の特定： 
◎ VPAを締結した国で整理・特定された法規制 
◎ オーストラリア政府の国別ガイドライン 
◎ FSCのナショナルリスクアセスメント 
◎ その他のツール（CPI、NGO報告書など） 

 



Thank You! 
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