


英国際NGOに勤務後、米国際NGOの条約アドバイザーなどを経て2007年より環境・
CSRのコンサルティング。日本国内外のシンクタンク・NGO・企業に調査研究・執筆・講

演・社員研修などを提供。環境経営学会幹事。同学会サプライチェーンマネジメント研
究会事務局長。跡見学園女子大学兼任講師。 

共著：宮崎正浩・籾井まり『生物多様性とＣＳＲ―企業・市民・政府の協働を考える』
（2010年、信山社）その他。 
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関連執筆例 
 『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） 
 籾井まり（2014）“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”（英国王立国際問題研究
所） 
 Mari Momii (2014) “Trade in Illegal Timber – The Response in the United States – Chatham House 
Assessment” (Royal Institute for International Affairs) 
 籾井まり（2013） 『EU 木材法の施行と英国における施行例の考察』 跡見学園女子大学マネジメント学部
紀要16 
関連活動例 
 H27年度日本製紙連合会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検討委員会 委員長 
 Mari Momii, “Recent Developments on Timber Legality Regulations in Asia-Pacific Region: In Response to 
Global Efforts”, FAO Asia Pacific Forestry Week, Stream 1, WRI：“Opportunities and Challenges for Market 
Access”発表資料 (2016年2月） 
 Mari Momii, “Analysis of Japan’s Effort in Combating Illegal Logging and Associated Trade”, 中国林業科学
研究院(Chinese Academy of Forestry) 主催APEC 違法伐採及び関連する貿易専門家グループ（EGILAT)会
合事前ワークショップ発表資料（2014年5月） 
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海外産業植林センター（ＪＯＰＰ）の委託事業 

 
「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） 
JOPPサイトよりダウンロード可能
http://www.jopp.or.jp/research_project/industrialplantation/20
15/pdf/20150815002.pdf 
 

「 H27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） 
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Deep Green  

Consulting 
 



日本 

違法木材取
引 

法により禁止（罰則な
し） 

DD 努力義務 

米国・EU・オーストラリア 

違法木材取引 法により禁止（罰
則） 

DD 義務あるいは違法
材取引に厳しい罰
則 
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事業者にデュー・ディリジェンスの義務 
違反者には罰則あり 

            ↓ 
欧米の顧客からDD関連の質問・リクエスト 

Deep Green  

Consulting 
 

＊「合法伐採木材等の流通及び
利用の促進に関する法律」 
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Deep Green  

Consulting 
 

合法調達へのコミット 
対象範囲の指定  

担当部署・責任者 
研修・記録・改訂プロセス 
原材料保管ルール 

コミュニケーションルール 

伐採地リスク 

サプライチェーン中のリスク 
サプライチェーン中の混入
リスク 

社内体制
準備 SCM リスクアセスメント リスク緩和措置 

サプライチェーン情報へのアクセス 
（eg. サプライヤー同意書） 

サプライチェーン情報の収集（eg.ト
レーサビリティーレポート） 

Eg. 追加情報・文書要請 
Eg. 監査 
Eg. 第三者証明 
Eg. サプライヤーや製品の代替 
 

図1 DDプロセスの概観 
日本製紙連合会『平成26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』中の日本語訳より作成 



 委員会メンバー 
 
• 籾井 まり (委員長) ディープグリーンコンサル
ティング代表 

• 竹内 孝之 O&Cファイバートレーディング(株) 
取締役チップ部長 

• 松本 哲生 (１回･２回) 日本製紙(株) 原材料
本部 本部長付部長 

• 太刀川 寛（３回） 日本製紙(株) 原材料本部 
林材部 部長代理 

• 石田 裕之 (１回･２回) 北越紀州製紙(株) 海
外資源部 部付課長 

• 荒井 芳晴 (３回) 北越紀州製紙(株) 海外資
源部 木材チップ担当課長 

• 飛田 真作 大王製紙(株) 資源部 海外植林課 
課長代理 

• 千葉 英記 三菱製紙(株) 原材料部 林材グ
ループ 上席主任 

 

アドバイザー：JPA 常務理事 上河潔 
オブザーバー： 
JPA 原材料部 部長代理    前田  直史 
JPA 原材料部 主任    片桐  航 
事務局：JOPP 専務理事  大渕 弘行 
 



 



『２０１５年 製紙業界の違法伐採対策の取り組み状況について』より 
 

 

古紙 

63.9% 

植林木チップ由来のパルプ 

20.4% 

製材残材チップ由来のパルプ 

6.4% 

天然木チップ由来のパルプ 

3.0% 

輸入パルプ 

6.2% 
その他繊維素 

0.1% 

繊維原料消費割合 （2014年） 



2006年 
違法伐採対策に対するJPAの行動
指針 

2006年 製紙業界の違法伐採対策 
2007年 JPA違法伐採対策モニタリング事業 
2012年 JPA環境行動計画 

2014年 
生物多様性保全に関するJPA行動
指針 

毎年 
製紙業界の違法伐採対策の取り組
み状況について 
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トレーサビリティー
レポート 

モニタリング 
調査マニュアル 

国内樹種リスト 

JPAマニュアル 



• チャタムハウスでの関係者ヒアリング 

• NEPCon リーガルソース 

• ヨーロッパ木材貿易連盟（ETTF)マニュアル 

• オーストラリア木材業界団体マニュアル  

• Global Timber Forum (GTF)のドラフト提案 

• Global Timber Forum ディレクターのチェック 
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使用上の注意 

「本マニュアルを使用する場合には必ず以下の注意点を
読み理解したうえで行うこと。 

本マニュアルは、デューディリジェンス・マニュアルの雛形
例である。従って本マニュアルをこのまま使用することはで
きない。システム上の様々なニーズは各社で異なるという
前提のもと、このマニュアルは各社内で実際に使用されて
いる手続に合わせて適応化しなければならない。本マニュ
アルは、デューディリジェンスの手続きがどのようなもので
あるかを示す一般例であり、制度に関する詳細については
あくまで例として記載されている。また各社で記入が必要
な部分は下線で表示されている。」 
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1 はじめに 

1.1 木材調達におけるDDプロセス  

2 使用文書 

3 合法調達へのコミットメント 

4 品質システム・管理 

4.1 担当部署・担当者 

4.1.1 責任者・担当者 

4.2  研修・能力育成 

4.3  DD改訂のプロセス 

4.4  記録管理の手続き 

4.5  コミュニケーションルール 

5 原材料の保管 

6 適用範囲 

 

7 サプライチェーン情報へのアクセス 
7.1 サプライチェーン情報の収集 
7.2 サプライチェーンに関する情報へ    
                    のアクセス 
7.2.1 情報更新・改変 
7.2.2 情報のギャップに関する評価 
8 リスクアセスメント 
8.1 認証・合法性証明木材の使用  
8.2 リスクアセスメントチェックリスト 
8.3 リスクアセスメントの流れ 
9 リスク緩和措置 
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1 はじめに 

 

本文書は日本製紙連合会の木材・木材製品の調達のデュー･ディリジェンス(DD)マニュ

アルである。マニュアルは、日本製紙連合会会員企業の合法調達方針の補助となること

を目的としている。 

 

本マニュアルは、＿＿＿＿＿社が木質原材料の調達において DD を行うことにより、同

社が違法に伐採された木材製品を調達するリスクを最小化することを目的としている。 

 

＿＿＿＿＿社の主な事業は＿＿＿＿＿＿＿＿である。 

 

本マニュアルとその各項目の実行にあたって、デュー･ディリジェンス(DD)とは､＿＿＿

＿＿社が違法に伐採された木材・木材製品を調達するリスクを最小化するために同社

が事業行為において取る一連の措置を意味する。 

 

本マニュアルの内容は、米国レイシー法、EU 木材規則（違法伐採によって取得された

林産物を規制する規則）、オーストラリア違法伐採禁止法、及び日本の合法伐採木材等

の流通及び利用の促進に関する法律に準拠するために作成されている。 

 

本文書中にある DD の各過程は同社の全サプライヤーに適用する。 
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1.1 木材調達におけるDDプロセス  
 
本マニュアルにおいて、デュー･ディリジェンス(DD) とは、以下の3つの段階を踏み
木材の違法リスクを最小化することを意味する： 
  
 必要情報へのアクセス 
 
 リスクアセスメント 
 
 リスク緩和措置 
  
（2）でリスクが低いことが確認できれば、（3）を行う必要はない。 
  
（3）でリスクが緩和できない場合には、当該製品の購入をやめる。 
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2．使用文書 
本マニュアルに従い行うDDにおいては、以下の文書を併せて使用する。 
 
 

文書名 備考 

違法伐採対策に対する日本製紙連合会の
行動指針 

  

生物多様性保全に関する日本製紙連合会
行動指針 

  

製紙業界の違法伐採対策   

日本製紙連合会違法伐採対策モニタリン
グ事業 

  

日本製紙連合会「環境行動計画」   

製紙業界の違法伐採対策の取り組み状況
について 

  

3．合法調達へのコミットメント  
 
＿＿＿＿＿社の原料調達方針を参照｡ 
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4．品質システム・管理 
 
4.1 担当部署・担当者の記載（省略） 
 
4.2 研修・能力育成（省略） 
 
4.3 DDシステム（DDS）改訂のプロセス 
 
DDの統括責任者、または必要に応じて独立第三者が、DDSの維
持、見直し、改訂を1年に1度行う 
  

サプライチェーンに変更があった場合、新規のサプライヤーから
購入する場合、または新しい製品・樹種・原産国などが調達対
象になった場合には、その都度、サプライチェーンとリスクアセス
メントの結果を見直し、必要な場合にはDDSを改訂する 
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4.4  記録管理の手続き 
 
DDにおけるすべての課程、要素について記録を取る 
  
記録はデジタルでも紙ベースでもよいものとする 
  
記録は最低5年保持する 
  
DDの実行のために必要な記録文書としては、例として以下のようなものが挙げられる： 
 売買契約書 
 協定書 
 請求書 
 インボイス 
 トレーサビリティレポート 
 森林認証証書 
 団体認定書 
 合法証明書 
 内部監査報告書 
 第三者監査文書 
 現地確認報告書 
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4.5対外コミュニケーションにおけるルール 
 
＿＿＿＿＿社は、DDを本マニュアルに従って行った場合でも、
製紙連合会のデューディリジェンス認証/証明を受けたという表

現を、請求書、パッケージ、木材製品そのもの（ただしこれらに
限定されない）に使用しない。例として使用できない表現は、「リ
スクアセスメント済み」「リスクアセスメント済み木材」「低リスク木
材」「独立第三者監査済み木材」など。パンフレット等でデュー
ディリジェンス制度について説明する場合には、「独立第三者認
証」という表現は使用しない。「無視できるリスク」という表現は、
製品のリスク評価について説明する場合には使用してもよい
が、製品説明としては使用しない。ただし、「製品のリスクを評価
するために、製紙連合会のマニュアルに基づき＿＿＿＿社で社
内デューディリジェンスを行った」という説明はしてもよいものと
する。 
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5． 原材料の保管 
 

受け取り、加工、梱包、輸送の間を通して、購入した原材料
を、由来の不明な可能性のあるものが万が一混入した場合に
は、違法な可能性のあるものと分けて管理する 
  

担当者は上記を確実にし、由来の不明な可能性のあるものが
万が一混入した場合には、購入した原材料を指定場所への保
管や見取り図図面上での表記などにより、目視確認できるよう
にしておく 
  

第三者認証製品、第三者合法性証明製品、認証管理木材は
それぞれの条件に従って保管する 
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6．適用範囲 

以下の表に対象となる製品を記載する。国産原料については、
(別添４)樹木分布区域図･区域別樹木リストも利用のこと。 

 

 

 

製   品 

伐採地 
（基本、海外は州
レベル、国内は県

レベル） 

樹  種  名 
(国内は分布区
域番号) 

学    名 

木材チップ(輸入)       
木材チップ(国産)       
パルプ(輸入)       
パルプ(国産)       
木質燃料(輸入) 
（分る範囲におい
て）＊ 

      

木質燃料(国産) 
（分る範囲におい
て）＊ 

      

*脚注：現在、すべての情報を収集することが大変困難であるため、なるべ
く早期に完全なDDの対象とすることを目指す。 
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7．サプライチェーン情報へのアクセス 
 

下記のサプライチェーンに関する情報を、相応に現実的な程度におい
て調達前に収集する/アクセスできるようにしておく。そのために、サプ
ライヤーから情報提供について契約文書を通して合意を得ておく： 

a. 製品の種類 
b. 市場に出ている全製品の樹種の通称と学名 

c. （木材の伐採された）原産国、（違法性のリスクがより高い原産
国では）地域、森林伐採地区 

d. 木材製品が製造された国 
e. 製品のサプライヤー･リスト(商号、国名、住所 

 
 

 
 

サプライ
ヤーの商号 国名 住所 製品の種類 
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f. マニュアルの対象となる購入予定の木材製品の量  

g. 該当する場合は以下を含む、木材・木材製品が関連適用法
規制に準拠することを示す文書またはその他の情報 

h. FLEGTライセンス材及びCITES材 
i. FSC認証証明書及びPEFCとの相互認証制度の認証証明書 
j. 第三者合法性証明システムへの準拠を示す文書 
k. EU木材法、オーストラリア違法伐採禁止法によって認めら
れた文書 

l. サプライチェーン図 
 

＊サプライヤーのCoC認証だけでなく製品そのものの認証を必ず確認すること。 
 
＊日本製紙連合会『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』中の82頁～88頁､添付資料2「EU木材規制のためのガイダン
ス文書」を参照。また、日本製紙連合会『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』中の関連部分参照：EUは「3.1.4 補足法
とガイダンス」、オーストラリアは「3.3.2 デューディリジェンス（DD）」を参照。 
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7.1 サプライチェーン情報の収集 
情報収集は、トレーサビィリティレポート(別添２)により､リスクアセスメント
がきちんとできるレベルで行う。  
  
7.2 サプライチェーンに関する情報へのアクセス 

サプライチェーンに関する情報が不足していることは、リスクを意味する。
この場合リスク緩和措置を取る。 
  
7.3 情報更新・改変 

サプライチェーンやサプライヤーに関する情報は、以下のタイミングで更
新する： 
• 年に一回 
• サプライチェーンに変化があった場合 
  
7.4 情報のギャップに関する評価 

リスクアセスメントの前に、サプライヤー情報は確認しておくこと。不足する
情報について評価し、これを情報のギャップと考えること。 
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8．リスクアセスメント 
  
（中略） 
  

リスクアセスメントにつ
いては､「2015年度違法

伐採対策モニタリング
事業の調査マニュアル」
(別添３)に基づいて実
施する｡ 
 
 
 



リスクアセスメント ～続き 

基本的に、以下の条件すべてが満たされる場合、リスクは無視できると考えて
よい。 
＊ただし詳細は、欧州木材貿易連盟発行文書ETTF System for Due 
Diligence(添付資料8-1）、特にAnnex5. B 「リスク特定表」（添付資料8-2）を参照
しつつ行う。 
a. 原産国は国連安全保障理事会または欧州連合理事会によって木材貿易を禁止され

ていない 
b. サプライチェーン中に、証明された違法行為は全くない 
c. 原産国または樹種について違法性の蔓延は報告されていない 
d. サプライチェーン中には、特定することのできた企業のみ、限定的な数しか存在しない 

e. 木材または木材製品が適用法令に準拠することを示すために必要な文書はすべて、
サプライヤーによって用意されている 

f. 原産国の腐敗レベルが低い 

  
認証・合法性証明木材、認証コントロールウッドの場合 → 8.1 に従い制度の
条件とFMレベルでのリスクを評価  
上記以外の場合 → 8.2 に従う 
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8.1 認証・合法性証明木材の使用 

認証済みの木材製品の場合には、各基準を欧米規制に適合し
たFSCまたはPEFCの相互認証制度であれば、各制度で定められ
る規定に従い実際の製品の認証が確認でき、さらにFM認証レ

ベルで違法性に関する重大な問題が報告されていない場合、リ
スクは無視できるレベルとみなす。認証管理木材についても同
様の扱いとする。それ以外の認証制度の場合、8.2に従いリスク
アセスメントを行う。 
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8.2 リスクアセスメントチェックリスト 
 
8.1 でリスクが無視できるレベルと特定できない場合、以下のチェックリストに従ってリ
スクアセスメントを行う。 
European Timber Trade Federation(ETTF)のチェックリスト 
 
リスクアセス
メントを完結
できるリスク
のカテゴリー 

1．FLEGT(※)材か？ 

  2．国連安全保障理事会やEU理事会からの木材貿易禁止令が
出ているか？ 

  3．ワシントン条約記載樹種を含んでいるか？ 
  4．ワシントン条約のもと、正当な許可と必要書類があるか？ 
認証状況 
  

5．サプライヤーと製品の両方が、EU木材法の適用条件すべて
に適合する、信頼できる第三者認証制度の認証を受けている
か？ 

  6．受け取った製品に、その製品の認証を確認できる情報が付帯
しているか？ 

  7．CoCがつながっており、サプライヤーの認証が有効であること
が確認できるか？ 
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樹種のリスク 8．使用樹種に違法リスクがないか？ 
原産地リスク 
  

9．原産国/地における伐採に関して第三者の権利の侵害など人権
リスクを含む違法行為の重大なリスクがないことが確認できるか？ 
確認に使用する参考サイト： 
• グローバルフォレストレジストリー（FSCのナショナルリスクアセ
スメントと連動）（随時更新） 

http://www.globalforestregistry.org/ 
• トランスペアレンシー・インターナショナルの腐敗認識指数（毎年
更新） 

http://www.transparency.org/cpi2015 
• その他、研究機関、NGOなどの報告書 

サ プ ラ イ
チェーンのリ
スク 
  

10．サプライチェーンに関する情報に、製品の原産地を確認し管理
の程度を特定できるレベルでアクセスできるか？ 

  11．加工や輸送の段階で、無視できないリスクを持つ製品（原材
料）と混ざったりすり替わったりしていないか？ 

  12．樹種、数量、品質の分類は、関連規制に従ってなされている
か？ 
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8.3 リスクアセスメントの流れ 
 

以下のフローチャートは、リスクアセスメントの流れを示したもので
ある。全般にリスクがより低いと見なしたのは①FSCまたはPEFC認証
製品の場合、②腐敗認識指数（CPI）が高い国（腐敗度の低い国）で
ある。②については基本的にCPIが高い先進国からの木材全般を違

法リスクレベルがより低いとみなす考えである。ただし、①、②いず
れの場合も、伐採国レベルで重大な違法リスクの報告がないかどう
かを確認することを強く推奨する。 
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9．リスク緩和措置 
  

リスクアセスメントの結果、リスクレベルが無視できないものであっ
た場合、リスク緩和措置として以下の要素を含んだ手続きを踏む。
どのような手続きを取るかはリスクの種類や程度、または第三者
証明や代替製品があるか否かなど、様々な要素によって異なって
くる。  
1. 追加情報や文書の要請をする 
2. 自社でサプライチェーン監査を行う 
3. 第三者証明 

4. 無視できないリスクレベルに該当するサプライヤーや製品の代
替  

＊詳しい例は、日本製紙連合会『H27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』中の表「リスク緩和措置とその強度（ETTF DDS文書より）」および添
付資料8-1中のリスクアセスメントの部分を参照。ETTF ではリスク緩和措置行動計画の作
成を推奨している。 
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添付資料１－１． 日本製紙連合会違法伐採対策デューディリジェンス･ツール(英訳) 
添付資料１－２．  トレーサビリティーレポート例(英訳) 
添付資料１－３．  2015年度違法伐採対策モニタリング事業の調査マニュアル(英訳) 
添付資料２－１．  違法伐採問題に対する日本製紙連合会の行動指針 
添付資料２－２．  同上(英訳) 
添付資料３－１．  生物多様性保全に関する日本製紙連合会行動指針 
添付資料３－２．  同上(英訳) 
添付資料４－１．  製紙業界の違法伐採対策 
添付資料４－２．  同上(英訳) 
添付資料５－１．  日本製紙連合会違法伐採モニタリング事業 
添付資料５－２．  同上(英訳) 
添付資料６－１．  日本製紙連合会「環境行動計画」 
添付資料６－２．  同上(英訳) 
添付資料７－１．  製紙業界の違法伐採対策の取り組み状況について(2014年度) 
添付資料７－２．  同上(英訳) 
添付資料８－１．  ETTF(欧州木材貿易連盟) System for Due Diligence(英文) 
添付資料８－２． 同上の内､Annex５ B．リスク特定表(和訳) 
添付資料９．      Australian Industry Timber Due Diligence System(英文) 
添付資料１０．    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 
  添付資料１１．    海外におけるナショナルリスクアセスメント手法の開発 
（平成27年度JOPPセミナー資料)  
資料１．          検討委員会議事録(第１回､第２回､第３回) 



発表内容まとめ 
• JPAのマニュアルは、欧米規制に対応するための
ひな形 

• 実施は各企業が実情に即して行う 
• 既存のツールをできるだけ活用 
• どのDDシステムでも、リスクについてはあくまで
自己責任 

• 難しい部分はリスクアセスメントと緩和措置：何
を基準にするか？ 
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今後の課題と予定 

• 「違法伐採問題に対するJPAの行動指針」の改定 

• 「JPA違法伐採対策モニタリング事業」実施要領の改定 

• JPAの全会員企業の合法伐採木材利用法に基づく登録 

   （登録の実施はJPAが一括して行う） 

• 全会員企業の木材調達方針にＤＤの実施を明記 

• 全会員企業による合法証明ＤＤシステムの構築 

    （本DDツールの採用） 

• 当面は製紙用木質原料を対象とするが、近い将来には木質
バイオマス燃料も対象にする 
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JPAの今後の展望 

～引き続き「違法伐採対策モニタリング事業」
の実施による改善を通じて製紙業界全体として
の違法伐採対策のレベルアップを図るととも
に、ＥＵを始めとする諸外国の政府及び業界団
体と緊密な連携を図っていく～ 
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Thank You! 


