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ロシアロシアロシアロシア連邦連邦連邦連邦ロシアロシアロシアロシア連邦連邦連邦連邦

�面積面積面積面積：：：：17,075,400 km2

�8連邦管区連邦管区連邦管区連邦管区　　　　　　　　(83 連邦構成主体連邦構成主体連邦構成主体連邦構成主体)
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ロシアロシアロシアロシア連邦連邦連邦連邦のののの森林森林森林森林（（（（ロシアロシアロシアロシア連邦連邦連邦連邦のののの森林森林森林森林（（（（11））））））））
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�森林面積森林面積森林面積森林面積:8,650,127 km2 （（（（国土国土国土国土のののの約約約約50％）％）％）％）

☆☆☆☆ 74% - シベリアシベリアシベリアシベリア、、、、極東極東極東極東

10% -北西北西北西北西ロシアロシアロシアロシア

出所出所出所出所: ロシアロシアロシアロシア連邦森林局連邦森林局連邦森林局連邦森林局（（（（Rosleskhoz））））, 2012

日本、中国の市場への木材生産地
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ロシアロシアロシアロシア連邦連邦連邦連邦のののの森林森林森林森林ロシアロシアロシアロシア連邦連邦連邦連邦のののの森林森林森林森林（（（（（（（（22））））））））

シベリアシベリアシベリアシベリア
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極東極東極東極東
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北西北西北西北西 12%

そのそのそのその他他他他

21%

☆☆☆☆蓄積蓄積蓄積蓄積のののの65％％％％ (519億億億億㎥㎥㎥㎥）））） はははは、、、、シベリアシベリアシベリアシベリアとととと極東極東極東極東にににに集中集中集中集中しているしているしているしている。。。。

出所出所出所出所: ロシアロシアロシアロシア連邦森林局連邦森林局連邦森林局連邦森林局（（（（Rosleskhoz））））, 2012

�森林蓄積森林蓄積森林蓄積森林蓄積:798.79億億億億m3 
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チョウセンゴヨウマツチョウセンゴヨウマツチョウセンゴヨウマツチョウセンゴヨウマツ, 

モンゴリナラモンゴリナラモンゴリナラモンゴリナラ, ヤチダモヤチダモヤチダモヤチダモ,
シナノキシナノキシナノキシナノキ, クルミクルミクルミクルミ, ニレニレニレニレ

ダフリアカラマツダフリアカラマツダフリアカラマツダフリアカラマツ、、、、

エゾマツエゾマツエゾマツエゾマツ,

トドマツトドマツトドマツトドマツ

ダフリアカラマツダフリアカラマツダフリアカラマツダフリアカラマツ,

エゾマツエゾマツエゾマツエゾマツ,

トドマツトドマツトドマツトドマツ

アカマツアカマツアカマツアカマツ,

シベリアカラマツシベリアカラマツシベリアカラマツシベリアカラマツ

source：Space Research Institute of Russian Academy of Sciences, Global Forest Watch, Greenpeace Russia

木材樹種木材樹種木材樹種木材樹種木材樹種木材樹種木材樹種木材樹種
広葉樹広葉樹広葉樹広葉樹のののの約約約約

60606060％％％％がががが

極東極東極東極東ロシアロシアロシアロシア

にににに集中集中集中集中
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ロシアロシアロシアロシアのののの林政林政林政林政のののの流流流流れれれれ

（2004～2012）

2004. 林政の地方分権化

2006. 丸太輸出関税引き上げ（2009年には90％へ）

2007. 新森林法典施行

2008. (経済危機)

2009. 丸太輸出関税引き上げ延期

2012. WTO加盟　　　　

　　　　輸出割当・ライセンス制度導入

www.foejapan.org

Source: FAOSTAT, 2010

ロシアロシアロシアロシアのののの林産業林産業林産業林産業ロシアロシアロシアロシアのののの林産業林産業林産業林産業

MDF

パーティクル

ボード

合板

繊維板

丸太

製材

チップ

主要生産物主要生産物主要生産物主要生産物;

� 丸太丸太丸太丸太：：：：173,000,000 m3

� 製材製材製材製材:   28,312,000 m3
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木材輸出木材輸出木材輸出木材輸出木材輸出木材輸出木材輸出木材輸出

ロシアロシアロシアロシア連邦全体連邦全体連邦全体連邦全体

�丸太:21,436,200 m3  - 65%-中国中国中国中国

�製材: 17,781,000 m3
(FAOSTAT,2010)（中国林業発展報告）

RFE

・・・・丸太:8.4 million m3　（ロシア全体の約4割に相当）

・ 製材: 947,000 t  

70%-中国中国中国中国, 20%-日本日本日本日本,5%-韓国韓国韓国韓国

(Russian customs,2010)



www.foejapan.org

満州里満州里満州里満州里満州里満州里満州里満州里

大連大連大連大連大連大連大連大連

ハルビンハルビンハルビンハルビンハルビンハルビンハルビンハルビン

スイフンヘイスイフンヘイスイフンヘイスイフンヘイスイフンヘイスイフンヘイスイフンヘイスイフンヘイ

ウラジオストクウラジオストクウラジオストクウラジオストク

ワニノワニノワニノワニノ、、、、ソフソフソフソフ

ガワンガワンガワンガワン港港港港

プラストゥンプラストゥンプラストゥンプラストゥン

上海上海上海上海およびおよびおよびおよび沿岸地方沿岸地方沿岸地方沿岸地方上海上海上海上海およびおよびおよびおよび沿岸地方沿岸地方沿岸地方沿岸地方

家具家具家具家具、、、、木質製品木質製品木質製品木質製品

原木

ロシアロシアロシアロシア材材材材のののの主要流通経路主要流通経路主要流通経路主要流通経路ロシアロシアロシアロシア材材材材のののの主要流通経路主要流通経路主要流通経路主要流通経路

北京北京北京北京北京北京北京北京

EUEU、、、、、、、、米国米国米国米国、、、、米国米国米国米国、、、、

日本日本日本日本日本日本日本日本

EU, EU, 欧州欧州

ロシアへロシアへ

中国、日本、中国、日本、

韓国へ韓国へ
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日本日本日本日本ののののロシアロシアロシアロシア材輸入材輸入材輸入材輸入日本日本日本日本ののののロシアロシアロシアロシア材輸入材輸入材輸入材輸入

�丸太は、かつての20分の1以下。

�製材は、増加傾向。

出処：財務省通関統計
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source：中国林業発展報告

中国中国中国中国のののの木材輸入木材輸入木材輸入木材輸入中国中国中国中国のののの木材輸入木材輸入木材輸入木材輸入 ((丸太丸太丸太丸太丸太丸太丸太丸太))

2010年の丸太輸入総計 – 34,347,000 m3 

⇒ 40%ががががロシアロシアロシアロシアからのからのからのからの輸出輸出輸出輸出　（　（　（　（増加傾向増加傾向増加傾向増加傾向））））
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中国製家具中国製家具中国製家具中国製家具のののの輸出先輸出先輸出先輸出先（（（（中国製家具中国製家具中国製家具中国製家具のののの輸出先輸出先輸出先輸出先（（（（TopTop５５５５））））５５５５））））

source：中国林業発展報告

1. 35% - アメリカ

2. 6.9% - イギリス

3. 6.6% -日本
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違法伐採対策違法伐採対策違法伐採対策違法伐採対策違法伐採対策違法伐採対策違法伐採対策違法伐採対策

�衛星モニタリング- 森林フォンドの15％をカバー

�丸太出所および伐採の合法性国家管

理システム - 2011年に構想が発表されたが、実行されず

�ロシア連邦内務省によるオペレーション

　　　　　　　‐主に木材流通における違法木材、流通業者を摘発

www.foejapan.org

出所：ロシア連邦森林局 (2011)

違法伐採違法伐採違法伐採違法伐採のののの公式算定公式算定公式算定公式算定違法伐採違法伐採違法伐採違法伐採のののの公式算定公式算定公式算定公式算定 （（（（（（（（20102010））））））））森林法違反森林法違反森林法違反森林法違反    （（（（全体全体全体全体））））    うちうちうちうち、、、、違法伐採違法伐採違法伐採違法伐採    №№№№  連邦管区連邦管区連邦管区連邦管区    発生件数発生件数発生件数発生件数    損害額損害額損害額損害額    百万百万百万百万ルーブルーブルーブルーブルルルル    発生件数発生件数発生件数発生件数    容容容容量量量量    千千千千 m3m3m3m3    損害額損害額損害額損害額    百万百万百万百万ルーブルーブルーブルーブルルルル    摘発率摘発率摘発率摘発率、、、、    %%%%（（（（木材量木材量木材量木材量））））    連邦森林局総計連邦森林局総計連邦森林局総計連邦森林局総計 47,28847,28847,28847,288    16161616,,,,877.8877.8877.8877.8    27272727,,,,120120120120    1111,,,,336.5336.5336.5336.5    13131313,,,,834.1834.1834.1834.1    39.839.839.839.8    
1 中央連邦管区 7,696 1,162.9 3,405 106.4 1,124.6 38.2 
2 北西連邦管区 4,929 2,424.5 3,809 198.5 1,808.4 40.8 
3 南連邦管区 2,513 1,226.5 1,207 15.2 1,079.2 27.5 
4 北カフカス連邦管区 1,009 646.5 378 9.9 462.5 49.7 
5 プリボルシスキー連邦管区 10,162 1,228.9 4,944 149.0 1,192.1 36.3 
6 ウラル連邦管区 3,579 1,631.0 2,131 139.9 1,112.6 44.4 
7 シベリア連邦管区 14,055 3,587.6 9,051 583.5 2,855.9 37.3 
8 極東連邦管区 2,308 4,177.3 1,639 126.8 4,129.6 50.9 
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ロシアロシアロシアロシア連邦内務省連邦内務省連邦内務省連邦内務省によるによるによるによるロシアロシアロシアロシア連邦内務省連邦内務省連邦内務省連邦内務省によるによるによるによる

オペレーションオペレーションオペレーションオペレーションオペレーションオペレーションオペレーションオペレーション

� MVDのオペレーション

・「黒い伐採」

→住民の許可なし伐採：約750万円の損害が摘発（ブラーツク他、2009）

→1ヶ月で12件の森林法違反、14台のチェインソー、5台のトラック、9台のトラック以外の
木材運搬車両の没収（ジマ、2011）

・「レス」

→約1ケ月で700㎥の木材、60台の過積載車両、87台のチェインソーが没収、250件の民
事法違反（イルクーツク州内、2011）

→159件の違法伐採、密輸、関税法違反、違法材457㎥没収、52件の刑事訴訟。中国密
輸集団摘発、半年で6,000万円相当密輸。広葉樹違法伐採5,700万円相当。（ハバロ
フスク地方、2011）

・その他（連邦保安庁も関与）

→日本向けに、2,300万相当の密輸（極東関税局、2011年2月）

→152名の違法滞在中国人逮捕、25,000㎥の違法木材（針葉樹）摘発（FSB、ジマ、2011）

→輸出書類偽造の中国密輸団摘発。2008～2010年の間に中国へ輸送された木材の総
額は、15億ルーブル（約45億円）に相当（MVD、極東、2010）

中国人による中国人による

簡易製材工場簡易製材工場

・鉄道沿いの私有地－シ・鉄道沿いの私有地－シ

ベリアベリア

・ロシアの伐採業者の敷・ロシアの伐採業者の敷

地内等－沿海地方地内等－沿海地方

©FoE Japan©©FoE JapanFoE Japan
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遡及可能性遡及可能性遡及可能性遡及可能性遡及可能性遡及可能性遡及可能性遡及可能性

�日→露（書類9件）　0／9
→船積み書類が主であり、販売者、伐採者までは遡及不可能。但し、DELの書
類添付で伐採業者の特定は可能。樹種、伐採地の特定不可能。

�中→露（書類・訪問1件）　1／1
→所在地に事務所なし。林業省、森林局、組合でも登録情報なし。税関証明番

号では、前年のみの登録記録。

�日→中（3件、訪問2件）　3／3、1／2
→書類では、伐採許可証、輸送許可証、証明（販売者）を確認。記載情報の精

査により遡及性は確保できる。

→訪問のうち1件にて、中国国内材のみ利用、うち半分はFSC認証材とする木
材加工業者の工場にてロシア産丸太（アカマツ、ヤチダモ）を発見。

一部参照：「平成22年度　違法伐採木材排除のための合法木材利用推進事業」報告書

http://www.goho-wood.jp/jigyou/h22/doc/h22report2-1.pdf　　（合法木材ナビ）
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写真：大連の家具・集成材製

造工場の貯木場
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まとめまとめまとめまとめまとめまとめまとめまとめ

�ロシア材の遡及可能性

→ 既存の書類での遡及が殆どの場合不可能。船積み書類、原産地証明書以外

の遡及のためには、買い手からサプライヤーへの要求が不可欠。

（国家レベルでの合法性証明がないことを考慮に入れ、事実確認の強化によ

り、違法流通材、密輸材調達のリスクを回避する）

�ロシア材を使った中国製品の遡及可能性

→ 中国国内材ならば、伐採証明書、輸送証明書の情報対応によりある程度の

遡及を保てる。日本側から証明を依頼している例もある。

→ 家具、集成材などになると伐採時の書類の添付が困難になる傾向。

→ 現地業者がロシア材と中国国内材の両方を使用する場合、ロシア材を中国材

として偽る可能性がみられた。
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ごごごご静聴静聴静聴静聴ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます

国際環境国際環境国際環境国際環境NGO FoE Japan

Email: sasaki@foejapan.org
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