
2011年年年年11月月月月30日日日日 14:00～～～～17:00

地地地地球環境球環境球環境球環境パートナーシッパートナーシッパートナーシッパートナーシッププラザププラザププラザププラザ (GEOC)

[連連連連続続続続セミナセミナセミナセミナーーーー]

生物多様性保全生物多様性保全生物多様性保全生物多様性保全にににに役立役立役立役立つつつつ合法木材調合法木材調合法木材調合法木材調達達達達 第第第第2回回回回

震震震震災復興災復興災復興災復興をををを支支支支えるえるえるえる国産材国産材国産材国産材のののの現状現状現状現状とととと

木木木木材調達材調達材調達材調達におけるハイリスクにおけるハイリスクにおけるハイリスクにおけるハイリスク製製製製品品品品

本日本日本日本日ののののプログラムプログラムプログラムプログラム

14:00 開会開会開会開会

14:05-14:15 日本政府の取組み日本政府の取組み日本政府の取組み日本政府の取組み
滝滝滝滝勝也／林野庁木材貿易対策室木材専門官勝也／林野庁木材貿易対策室木材専門官勝也／林野庁木材貿易対策室木材専門官勝也／林野庁木材貿易対策室木材専門官

14:15-14:35 木材調達に潜む環境社会リスクの見分け方木材調達に潜む環境社会リスクの見分け方木材調達に潜む環境社会リスクの見分け方木材調達に潜む環境社会リスクの見分け方
三柴三柴三柴三柴淳一／国際環境淳一／国際環境淳一／国際環境淳一／国際環境NGO FoE Japan

14:35-15:15 仮設住宅建設における環境配慮型の木材利用仮設住宅建設における環境配慮型の木材利用仮設住宅建設における環境配慮型の木材利用仮設住宅建設における環境配慮型の木材利用
綱島綱島綱島綱島淳／ミサワホーム淳／ミサワホーム淳／ミサワホーム淳／ミサワホーム(株株株株)建設推進部建設推進部建設推進部建設推進部

15:15-15:25 質疑応答質疑応答質疑応答質疑応答

15:25-15:35 休憩休憩休憩休憩

15:35-16:15 国産材の現状：供給の可能性と課題国産材の現状：供給の可能性と課題国産材の現状：供給の可能性と課題国産材の現状：供給の可能性と課題
相川相川相川相川高信／高信／高信／高信／

三菱三菱三菱三菱UFJリサーチ＆コンサルティングリサーチ＆コンサルティングリサーチ＆コンサルティングリサーチ＆コンサルティング(株株株株)環境・エネルギー部環境・エネルギー部環境・エネルギー部環境・エネルギー部

16:15-17:00 質疑応答＆ディスカッション質疑応答＆ディスカッション質疑応答＆ディスカッション質疑応答＆ディスカッション

17:00 閉会閉会閉会閉会
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�第一第一第一第一回回回回

「「「「海外木材生産国海外木材生産国海外木材生産国海外木材生産国のののの現状現状現状現状とととと違法伐採対策違法伐採対策違法伐採対策違法伐採対策のののの
現在現在現在現在」」」」

�第二第二第二第二回回回回

「「「「震災復興震災復興震災復興震災復興をををを支支支支えるえるえるえる国産材国産材国産材国産材のののの現状現状現状現状とととと木材調木材調木材調木材調
達達達達におけるハイリスクにおけるハイリスクにおけるハイリスクにおけるハイリスク製品製品製品製品」」」」

�第三第三第三第三回回回回

「「「「木材利用木材利用木材利用木材利用におけるリスクとフェアウッドにおけるリスクとフェアウッドにおけるリスクとフェアウッドにおけるリスクとフェアウッド
導入導入導入導入のメリットのメリットのメリットのメリット」」」」

セミナーセミナーセミナーセミナー内容内容内容内容
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「「「「生物多様性生物多様性生物多様性生物多様性」」」」をキーワードにをキーワードにをキーワードにをキーワードに；；；；

①①①①震災復興震災復興震災復興震災復興およびおよびおよびおよび国際森林年国際森林年国際森林年国際森林年のののの双方双方双方双方にににに重要重要重要重要
なななな国内外国内外国内外国内外におけるにおけるにおけるにおける木材調木材調木材調木材調達法達法達法達法をををを再考再考再考再考

②②②②海外海外海外海外のののの木材生産国木材生産国木材生産国木材生産国のののの現状現状現状現状をををを背景背景背景背景としたとしたとしたとした、、、、

生物多様性生物多様性生物多様性生物多様性にににに配慮配慮配慮配慮したしたしたした木材利用木材利用木材利用木材利用についてについてについてについて
情報交換情報交換情報交換情報交換

③③③③合法木材合法木材合法木材合法木材、、、、環境社会配慮環境社会配慮環境社会配慮環境社会配慮されたされたされたされた木材利用木材利用木材利用木材利用
のののの普及拡普及拡普及拡普及拡大大大大

連続連続連続連続セミナーのセミナーのセミナーのセミナーの目的目的目的目的
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[イイイイントロダクショントロダクショントロダクショントロダクションンンン]

木木木木材調達材調達材調達材調達にににに潜潜潜潜むむむむ

環環環環境社会境社会境社会境社会リスクのリスクのリスクのリスクの見分見分見分見分けけけけ方方方方

フェアウッドパートナーズフェアウッドパートナーズフェアウッドパートナーズフェアウッドパートナーズ／／／／FoE Japan

三柴淳一三柴淳一三柴淳一三柴淳一
[連続セミナー]生物多様性保全に役立つ合法木材調達第2回(2011年11月30日)

全壊数全壊数全壊数全壊数：：：：120,210120,210120,210120,210

半壊数半壊数半壊数半壊数：：：：190,218190,218190,218190,218

75,00075,00075,00075,000戸戸戸戸（（（（国交省国交省国交省国交省、、、、4/204/204/204/20）：）：）：）：当初当初当初当初のののの必要戸数必要戸数必要戸数必要戸数：：：：

木材必要量木材必要量木材必要量木材必要量（（（（木杭丸太木杭丸太木杭丸太木杭丸太）：）：）：）：32,00032,00032,00032,000㎥㎥㎥㎥強強強強

合板資材量合板資材量合板資材量合板資材量：：：：48,00048,00048,00048,000㎥㎥㎥㎥（（（（560560560560万枚万枚万枚万枚））））

完成戸数完成戸数完成戸数完成戸数：：：：51,88651,88651,88651,886((((必要戸数必要戸数必要戸数必要戸数：：：：52,50452,50452,50452,504))))

国国国国のののの宿舎等宿舎等宿舎等宿舎等：：：：9,4469,4469,4469,446、、、、公営住宅等公営住宅等公営住宅等公営住宅等：：：：754754754754

民間賃貸住宅民間賃貸住宅民間賃貸住宅民間賃貸住宅のののの借借借借りりりり上上上上げげげげ戸数戸数戸数戸数（（（（みなしみなしみなしみなし仮設仮設仮設仮設）：）：）：）：63,08663,08663,08663,086

（（（（2011.11.212011.11.212011.11.212011.11.21時点時点時点時点））））

応急仮設住宅建設応急仮設住宅建設応急仮設住宅建設応急仮設住宅建設

一般住宅一般住宅一般住宅一般住宅のののの倒壊倒壊倒壊倒壊国内合板工場国内合板工場国内合板工場国内合板工場のののの被災被災被災被災

全国全国全国全国のののの約約約約３３３３割割割割をををを生産生産生産生産するするするする岩手岩手岩手岩手、、、、宮城宮城宮城宮城
のののの合板工場合板工場合板工場合板工場がががが被災被災被災被災（（（（林野庁林野庁林野庁林野庁））））

地元建設事業者地元建設事業者地元建設事業者地元建設事業者

輸入仮設住宅供給者輸入仮設住宅供給者輸入仮設住宅供給者輸入仮設住宅供給者

公募公募公募公募

43,00043,00043,00043,000戸供給戸供給戸供給戸供給
（（（（10/2710/2710/2710/27））））

＊＊＊＊県県県県からのからのからのからの発注発注発注発注

プレハブプレハブプレハブプレハブ建築協会建築協会建築協会建築協会

合板合板合板合板、、、、木材木材木材木材へのへのへのへの需要需要需要需要がががが拡大拡大拡大拡大

国内国内国内国内のののの合板供給問題合板供給問題合板供給問題合板供給問題なしなしなしなし((((林野林野林野林野
庁庁庁庁）、）、）、）、仮設住宅資材仮設住宅資材仮設住宅資材仮設住宅資材はははは十分十分十分十分（（（（国交国交国交国交
省省省省））））とととと公表公表公表公表されていたがされていたがされていたがされていたが、、、、海外製海外製海外製海外製
品品品品のののの輸入輸入輸入輸入がががが加速化加速化加速化加速化

今後今後今後今後のののの復興住宅建設復興住宅建設復興住宅建設復興住宅建設におけるにおけるにおけるにおける資材調達資材調達資材調達資材調達のありのありのありのあり方方方方がががが課題課題課題課題！！！！

東東東東日本大震災日本大震災日本大震災日本大震災とととと木木木木材材材材

◎◎◎◎合板輸入合板輸入合板輸入合板輸入のののの例例例例

マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア （（（（441232991441232991441232991441232991））））

中国中国中国中国 （（（（441299920441299920441299920441299920））））

＊＊＊＊財務省貿易統計財務省貿易統計財務省貿易統計財務省貿易統計をををを基基基基にににに作成作成作成作成

◎◎◎◎輸入輸入輸入輸入にににに際際際際したしたしたした弊害弊害弊害弊害

・・・・中国中国中国中国のののの合板製造業者合板製造業者合板製造業者合板製造業者ががががJAS法法法法にににに基基基基づくづくづくづく認定事業者認定事業者認定事業者認定事業者であるであるであるである

かのようにかのようにかのようにかのように証明書等証明書等証明書等証明書等をををを偽装偽装偽装偽装（（（（農林水産省農林水産省農林水産省農林水産省、、、、7月月月月29日日日日））））

・・・・サラワクサラワクサラワクサラワク産産産産のののの合板価格合板価格合板価格合板価格はははは東日本大震災後東日本大震災後東日本大震災後東日本大震災後、、、、1m3当当当当たたたたりりりり
400米米米米ドドドドルルルル(1,200リンリンリンリンギギギギ)かかかからららら600米米米米ドドドドルルルル(1,800リンリンリンリンギギギギ)にににに跳跳跳跳

ねねねね上上上上がったがったがったがった。。。。(ニニニニュー・ストレーツ・タイムズュー・ストレーツ・タイムズュー・ストレーツ・タイムズュー・ストレーツ・タイムズ、、、、5月月月月16日日日日)

木材輸入木材輸入木材輸入木材輸入がががが生産国生産国生産国生産国にににに与与与与えるインパクトとリスクがえるインパクトとリスクがえるインパクトとリスクがえるインパクトとリスクが顕著顕著顕著顕著にににに！！！！

震震震震災後災後災後災後のののの木材輸入木材輸入木材輸入木材輸入

[連続セミナー]生物多様性保全に役立つ合法木材調達第2回(2011年11月30日)
林野庁林野庁林野庁林野庁：：：：合板供給状況及合板供給状況及合板供給状況及合板供給状況及びびびび価格価格価格価格のののの状況状況状況状況についてについてについてについて（（（（平成平成平成平成23年年年年4月月月月28日日日日））））

参考資料参考資料参考資料参考資料
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� 環境環境環境環境リスクとはリスクとはリスクとはリスクとは

� 森林生態系森林生態系森林生態系森林生態系およおよおよおよびびびび流域環境流域環境流域環境流域環境へのへのへのへの悪影響悪影響悪影響悪影響

� 生生生生物多様物多様物多様物多様性性性性のののの損失損失損失損失

� 絶滅危惧種絶滅危惧種絶滅危惧種絶滅危惧種

� 社会社会社会社会リスクとはリスクとはリスクとはリスクとは

� 森林利用権森林利用権森林利用権森林利用権をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる地域社会地域社会地域社会地域社会とのコンフリクトとのコンフリクトとのコンフリクトとのコンフリクト

� 土地土地土地土地所所所所有権有権有権有権をめぐるをめぐるをめぐるをめぐる地域社会地域社会地域社会地域社会とのコンフリクトとのコンフリクトとのコンフリクトとのコンフリクト

� 人々人々人々人々のののの生活保障生活保障生活保障生活保障へのインパクトへのインパクトへのインパクトへのインパクト

環境社会環境社会環境社会環境社会リスクとはリスクとはリスクとはリスクとは
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� 木材木材木材木材・・・・木材製品木材製品木材製品木材製品のののの合法性合法性合法性合法性、、、、持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性のののの証明証明証明証明のたのたのたのた
めのガイドライめのガイドライめのガイドライめのガイドラインンンン(林野庁林野庁林野庁林野庁平成平成平成平成18年年年年2月月月月)におけるにおけるにおけるにおける

定義定義定義定義はははは以下以下以下以下のとおりのとおりのとおりのとおり

� 合合合合法法法法性性性性:

伐伐伐伐採採採採にににに当当当当たってたってたってたって原木原木原木原木のののの生産生産生産生産されるされるされるされる国又国又国又国又はははは地域地域地域地域におにおにおにお

けるけるけるける森林森林森林森林にににに関関関関するするするする法令法令法令法令にににに照照照照らしらしらしらし手続手続手続手続がががが適切適切適切適切になさになさになさになさ
れたものであるこれたものであるこれたものであるこれたものであることととと

� 持持持持続可能続可能続可能続可能性性性性:

持持持持続可能続可能続可能続可能なななな森林経営森林経営森林経営森林経営がががが営営営営まれているまれているまれているまれている森林森林森林森林からからからから産出産出産出産出
されたものであるされたものであるされたものであるされたものであることことことこと

合法性合法性合法性合法性とととと持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性
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� 環環環環境社会境社会境社会境社会リスクはリスクはリスクはリスクは「「「「合法性合法性合法性合法性」」」」のののの範疇範疇範疇範疇にににに含含含含まれていまれていまれていまれてい
ないことがないことがないことがないことが多多多多いいいい。。。。他方他方他方他方、、、、持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性のののの定義定義定義定義はないはないはないはない

� 合法性合法性合法性合法性はははは、、、、森林森林森林森林、、、、林業関連法規林業関連法規林業関連法規林業関連法規にのみにのみにのみにのみ限定限定限定限定しているしているしているしている
ケースがケースがケースがケースが多多多多いいいい

� 定義定義定義定義のののの難難難難しいしいしいしい生物多様性等生物多様性等生物多様性等生物多様性等はははは「「「「合法性合法性合法性合法性」」」」のののの範疇範疇範疇範疇からからからから外外外外
れるケースがれるケースがれるケースがれるケースが多多多多いいいい

� 人権人権人権人権やややや社会影響社会影響社会影響社会影響などなどなどなど社会的社会的社会的社会的なななな影響影響影響影響はははは「「「「合法性合法性合法性合法性」」」」のののの範疇範疇範疇範疇
にないにないにないにない

� 「「「「合法性合法性合法性合法性」」」」からからからから「「「「持続可能性持続可能性持続可能性持続可能性」」」」へステップアップへステップアップへステップアップへステップアップ
するためにするためにするためにするために不可欠不可欠不可欠不可欠なななな項目項目項目項目

なぜなぜなぜなぜ必要必要必要必要かかかか
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� 263万万万万ha*ものものものもの天然二次林天然二次林天然二次林天然二次林のののの早生樹植林地早生樹植林地早生樹植林地早生樹植林地(またはオまたはオまたはオまたはオ

イルパームイルパームイルパームイルパーム農園農園農園農園)へのへのへのへの転換転換転換転換をををを州政府州政府州政府州政府がががが認可認可認可認可、、、、奨励奨励奨励奨励
*州面積の21%、州の生産林の36%に該当(MTC 2006)

� 263万万万万haにはにはにはには先住民族先住民族先住民族先住民族のののの慣習権慣習権慣習権慣習権がががが適用適用適用適用されるされるされるされる土地土地土地土地

(NCR Land)もももも含含含含まれているまれているまれているまれている

� 植植植植林対象地林対象地林対象地林対象地のののの多多多多くはくはくはくは荒廃荒廃荒廃荒廃したしたしたした土地土地土地土地ではではではではなくなくなくなく、、、、かなかなかなかな
りのりのりのりの植林用植林用植林用植林用のののの地力地力地力地力をををを有有有有しているとしているとしているとしていると推測推測推測推測されされされされるるるる
(海外産業植林海外産業植林海外産業植林海外産業植林センタセンタセンタセンターーーー 2008)

� 生物多様性生物多様性生物多様性生物多様性のののの損失損失損失損失はははは顕著顕著顕著顕著、、、、地域社会地域社会地域社会地域社会へのへのへのへの影響影響影響影響もももも計計計計
りりりり知知知知れないれないれないれない

環境社会環境社会環境社会環境社会リスクのリスクのリスクのリスクの事例事例事例事例 (マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア、、、、サラワクサラワクサラワクサラワク)
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植林事業許可地植林事業許可地植林事業許可地植林事業許可地のののの様子様子様子様子 –マレーシア・サラワクマレーシア・サラワクマレーシア・サラワクマレーシア・サラワク州州州州ロンラマロンラマロンラマロンラマ(2010年年年年7月月月月)

植林事業植林事業植林事業植林事業ながらアブラヤシながらアブラヤシながらアブラヤシながらアブラヤシ植栽用植栽用植栽用植栽用にににに造成造成造成造成
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アカシアのアカシアのアカシアのアカシアの海海海海 - マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア、、、、サラワクサラワクサラワクサラワク州州州州ビントゥルビントゥルビントゥルビントゥル(2009年年年年2月月月月)
(c) FoE Japan

15

植林事業許可地植林事業許可地植林事業許可地植林事業許可地にににに含含含含まれるまれるまれるまれる先住慣習地先住慣習地先住慣習地先住慣習地
- マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア、、、、サラワクサラワクサラワクサラワク州州州州ビントゥルビントゥルビントゥルビントゥル(2009年年年年2月月月月) (c)FoE Japan

植林事業許可地植林事業許可地植林事業許可地植林事業許可地にににに含含含含まれるまれるまれるまれる先住慣習地先住慣習地先住慣習地先住慣習地
- マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア、、、、サラワクサラワクサラワクサラワク州州州州ビントゥルビントゥルビントゥルビントゥル(2009年年年年2月月月月) (c)FoE Japan

看板看板看板看板にはにはにはには

「「「「このこのこのこの土地土地土地土地はセンゴックはセンゴックはセンゴックはセンゴック村長村長村長村長ののののNCR」」」」

16

村村村村からからからから植林事業許可地内植林事業許可地内植林事業許可地内植林事業許可地内にににに通通通通じるアクセスじるアクセスじるアクセスじるアクセス路路路路にににに土砂土砂土砂土砂がつまれているがつまれているがつまれているがつまれている
- マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア、、、、サラワクサラワクサラワクサラワク州州州州ビントゥルビントゥルビントゥルビントゥル(2011年年年年8月月月月) (c)FoE Japan

村村村村からからからから植林事業許可地内植林事業許可地内植林事業許可地内植林事業許可地内にににに通通通通じるアクセスじるアクセスじるアクセスじるアクセス路路路路にににに土砂土砂土砂土砂がつまれているがつまれているがつまれているがつまれている
- マレーシアマレーシアマレーシアマレーシア、、、、サラワクサラワクサラワクサラワク州州州州ビントゥルビントゥルビントゥルビントゥル(2011年年年年8月月月月) (c)FoE Japan
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� 保護価値保護価値保護価値保護価値のののの高高高高いいいい森林森林森林森林(HCVF)もももも生産林生産林生産林生産林にににに割割割割りりりり当当当当てててて

られられられられ伐採対象伐採対象伐採対象伐採対象にににに

� 伐伐伐伐採採採採はははは皆伐皆伐皆伐皆伐。。。。伐採後伐採後伐採後伐採後のののの林地林地林地林地はははは火器火器火器火器をををを用用用用いたいたいたいた火入火入火入火入れれれれ
によるによるによるによる更新更新更新更新

� 森森森森林生態系林生態系林生態系林生態系およびおよびおよびおよび流域環境流域環境流域環境流域環境へのへのへのへの悪影悪影悪影悪影響響響響、、、、生生生生物多様物多様物多様物多様
性性性性のののの損損損損失失失失、、、、絶絶絶絶滅危惧滅危惧滅危惧滅危惧種種種種

環境社会環境社会環境社会環境社会リスクのリスクのリスクのリスクの事例事例事例事例 (豪豪豪豪、、、、タスマニアタスマニアタスマニアタスマニア)

18

Weld Valley, (c) The Wilderness Society

19

The Lower Weld Valley, Southern Tasmania

(c) The Wilderness Society
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環境社会環境社会環境社会環境社会リスクのリスクのリスクのリスクの事例事例事例事例 (豪豪豪豪、、、、タスマニアタスマニアタスマニアタスマニア)

HCVF
HCVF

HCVFHCVFHCVF

HCVF

HCVF

伐採地伐採地伐採地伐採地のののの模式図模式図模式図模式図
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� 政府政府政府政府によってによってによってによって天然二次林天然二次林天然二次林天然二次林をををを荒廃地荒廃地荒廃地荒廃地としてとしてとしてとして区分区分区分区分しししし、、、、
開発許可開発許可開発許可開発許可をををを出出出出すすすす

� ダダダダムムムム開発開発開発開発、、、、農園開発等農園開発等農園開発等農園開発等、、、、森林森林森林森林のののの用途転換用途転換用途転換用途転換によるによるによるによる伐伐伐伐
採木採木採木採木がベがベがベがベトナトナトナトナムなどムなどムなどムなど周辺周辺周辺周辺のののの加工国加工国加工国加工国へへへへ多多多多くくくく流通流通流通流通

� 生生生生物物物物多様多様多様多様性性性性のののの損失損失損失損失やややや地域住民等地域住民等地域住民等地域住民等へのへのへのへの社会的影響社会的影響社会的影響社会的影響、、、、
さらにさらにさらにさらに汚職汚職汚職汚職・・・・癒着癒着癒着癒着などのガバナンスリスクもなどのガバナンスリスクもなどのガバナンスリスクもなどのガバナンスリスクも

環境社会環境社会環境社会環境社会リスクのリスクのリスクのリスクの事例事例事例事例 (ラオスラオスラオスラオス)
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かつては直径１ｍを超える巨木があったかつては直径１ｍを超える巨木があったかつては直径１ｍを超える巨木があったかつては直径１ｍを超える巨木があった

ラオス・ナムトゥン２ダムサイト。ラオス・ナムトゥン２ダムサイト。ラオス・ナムトゥン２ダムサイト。ラオス・ナムトゥン２ダムサイト。

環境影響評価が行われる前に軍系の企業によってきりだされた環境影響評価が行われる前に軍系の企業によってきりだされた環境影響評価が行われる前に軍系の企業によってきりだされた環境影響評価が行われる前に軍系の企業によってきりだされた

©メコン・ウォッチメコン・ウォッチメコン・ウォッチメコン・ウォッチ
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サトウキビ・プランテーション開発のために造成された土地。サトウキビ・プランテーション開発のために造成された土地。サトウキビ・プランテーション開発のために造成された土地。サトウキビ・プランテーション開発のために造成された土地。

造成前の樹木は、木材加工企業に割り当てられた造成前の樹木は、木材加工企業に割り当てられた造成前の樹木は、木材加工企業に割り当てられた造成前の樹木は、木材加工企業に割り当てられた
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� フェアウッドフェアウッドフェアウッドフェアウッド調達調達調達調達のののの実践実践実践実践

� フェアウッドフェアウッドフェアウッドフェアウッド調達方針調達方針調達方針調達方針のののの策定策定策定策定・・・・公表公表公表公表

� 既存既存既存既存のののの木材調達木材調達木材調達木材調達のののの詳細詳細詳細詳細なななな現状把握現状把握現状把握現状把握、、、、評価評価評価評価

� フェアウッフェアウッフェアウッフェアウッドへのドへのドへのドへの段階的段階的段階的段階的なななな転換転換転換転換

� 上記上記上記上記プロセスのプロセスのプロセスのプロセスの実施体制実施体制実施体制実施体制をををを社内社内社内社内にににに構築構築構築構築

リスリスリスリスクをクをクをクを見分見分見分見分けるためにけるためにけるためにけるために(1)

積水ハウス、東急ホームズ、地球の芽、ワイスワイス、

テラス、すわ製作所、朝日ウッドテック、オカムラなど

フェアウッドフェアウッドフェアウッドフェアウッド調達調達調達調達にににに取組取組取組取組むむむむ企業企業企業企業
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極めてリスクの高いもの

調達除外

安全性が

未確認のもの

安全性が

確認されたもの

より良いものに

段階的に

改善

A

E

樹種のリスク

評価でスク

リーニング

仕入先を支援して

遡及確認と合法

性・持続性確認

合法性、持続可

能性リスク評価

で優先順位付け

優先度の高いもの

から仕入先ごとの

リスク評価

フェアウッドフェアウッドフェアウッドフェアウッド調達調達調達調達のののの概念概念概念概念

社内外に対して基本的な方向性を明示社内外に対して基本的な方向性を明示社内外に対して基本的な方向性を明示社内外に対して基本的な方向性を明示

「こんな木材は買わないようにします」「こんな木材は買わないようにします」「こんな木材は買わないようにします」「こんな木材は買わないようにします」
• 絶滅危惧種絶滅危惧種絶滅危惧種絶滅危惧種

• 違法に生産・取引された木材違法に生産・取引された木材違法に生産・取引された木材違法に生産・取引された木材

• 生態系に悪影響を与えている木材生態系に悪影響を与えている木材生態系に悪影響を与えている木材生態系に悪影響を与えている木材

• 先住民や地域社会、労働者の権利が生活環境に悪影響を先住民や地域社会、労働者の権利が生活環境に悪影響を先住民や地域社会、労働者の権利が生活環境に悪影響を先住民や地域社会、労働者の権利が生活環境に悪影響を
与えている木材与えている木材与えている木材与えている木材

「こんな木材を買っていきます」「こんな木材を買っていきます」「こんな木材を買っていきます」「こんな木材を買っていきます」
• 信頼のある森林認証を受けた木材信頼のある森林認証を受けた木材信頼のある森林認証を受けた木材信頼のある森林認証を受けた木材（または同等の証明のある木材）（または同等の証明のある木材）（または同等の証明のある木材）（または同等の証明のある木材）

• 建築廃材、リサイクル材建築廃材、リサイクル材建築廃材、リサイクル材建築廃材、リサイクル材

• 輸送負荷の少ない木材輸送負荷の少ない木材輸送負荷の少ない木材輸送負荷の少ない木材

仕入先や顧客へ周知、社内の教育、体制の整備

木木木木材調達方針材調達方針材調達方針材調達方針のののの策定策定策定策定

Step2-②合法性リスク
国別リスク表、腐敗度、武力紛争

Step2-③持続性リスク
高保護価値森林、自然林大規模皆伐
や転換、地域社会対立など

Step2-①樹種リスク評価
レッドデータブック、CITES

代用樹種に
変更

Step5 合法性、持続可能性の確認
合法性/持続性チェックリスト、森林認証材

高リスク

高リスク

Step3 仕入先の詳細な
調査と評価 仕入先

リスク大

改善の

可能性有

NO

OK

OK

低リスク

低リスク

Step4 仕入先の支援
サプライチェーン管理体制構築

Step3 仕入先の
調査

NO

Step1 調達製品・木材のDB作成 樹種・原産地・認証有無を調べる

認証材

伐採地までの遡及確認

Step6 定期レビューと
情報公開

Step7 行動計画の策定
一年毎に着実に改善

Step0 調達方針の策定・公表
フェアウッドフェアウッドフェアウッドフェアウッド調達手順調達手順調達手順調達手順

[連続セミナー]生物多様性保全に役立つ合法木材調達第2回(2011年11月30日) 28

� WWFジャパンのジャパンのジャパンのジャパンの林産物調達林産物調達林産物調達林産物調達チェックリストチェックリストチェックリストチェックリスト

� 木材製木材製木材製木材製品品品品のののの森林環境森林環境森林環境森林環境へのへのへのへの配慮配慮配慮配慮やややや社会社会社会社会へのへのへのへの影響影響影響影響についてについてについてについて
自主的自主的自主的自主的なチェックがなチェックがなチェックがなチェックが行行行行えるツーえるツーえるツーえるツールルルル

� フフフファイルをダウンローァイルをダウンローァイルをダウンローァイルをダウンロードドドド、、、、各設問各設問各設問各設問にににに答答答答えるだけえるだけえるだけえるだけ、、、、採点採点採点採点
はははは自自自自動動動動

� 設問設問設問設問にににに回答回答回答回答するたするたするたするためのめのめのめの情報情報情報情報はさまざまはさまざまはさまざまはさまざま。。。。製製製製品品品品にににに記載記載記載記載ささささ
れているれているれているれている場場場場合合合合、、、、製製製製品品品品のののの供給先供給先供給先供給先がががが所持所持所持所持しているしているしているしている場場場場合合合合ななななどどどど。。。。

これらのこれらのこれらのこれらの情報情報情報情報をををを入手入手入手入手・・・・確認確認確認確認するするするする作業作業作業作業をををを繰繰繰繰りりりり返返返返すことですことですことですことで
チチチチェックリストはェックリストはェックリストはェックリストは完完完完成成成成

� 詳詳詳詳しくはしくはしくはしくはWWFジャパンのサイトへジャパンのサイトへジャパンのサイトへジャパンのサイトへ

リスリスリスリスクをクをクをクを見分見分見分見分けるためにけるためにけるためにけるために(2)

http://www.wwf.or.jp/activities/nature/cat1219/wwf_1/
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