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プランテーション開発のために伐採された森林

（マレーシア・サラワク州）

3

ダム開発ダム開発

住民移転後・・After resettlement
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アカシア植林開発アカシア植林開発
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アカシア植林開発アカシア植林開発
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植林木だから植林木だから
環境にやさしい？環境にやさしい？

森林生態系にもとづく森林生態系にもとづく
人々のくらしが危機に人々のくらしが危機に



ベトナムの森林の状況
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92年以降、森林面積は増加
傾向、とりわけ人工林が増加

500万ha植林計画

マングローブは減少

天然林は劣化
3分の2以上は質が低いあるい
は回復中と見なされている

森林減少・劣化の要因

農地転換：コーヒー、コショウな
ど

大規模インフラ：水力発電ダム

違法伐採：中部が深刻

単位：ha 木材産業の状況

木材伐採：大部分は植林から
政府統計によれば、約350万m3（2008）
厳しい天然林の伐採割り当て：

• 2005年300,000 m3→ 2007年には150,000 m3

• 実際は、500,000～600,000m3か？（違法伐採）

植林からの生産が主体：アカシア、ユーカリなど
その8割は紙パルプ原料、木材チップに

木材チップ（250万m3を輸出）：増加傾向
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家具産業の急速な成長

2,500もの木材加工／家具メーカー
輸出向けが大半（アメリカ、日本、EU）
木材原料の8割を輸入
家具産業を促進させる政策

海外市場の開拓

規制緩和

税の低減
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木材輸入の状況（国別）

12
注）紙・パルプは含まず 出典：Vietnam General Statistic Office

単位：百万ドル

マレーシア、ラオス、中国、
アメリカ、ミャンマー、カンボ
ジアなど

マレーシア、ラオス、中国、
アメリカ、ミャンマー、カンボ
ジアなど



木材製品輸出の状況
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出典：Proforest. 2009. Joint FLEGT Vietnam Scoping Study-Part 2. Prepared for EFI

輸出額は木製家具が大き
いが、近年、木材チップ・紙
の伸びも

輸出額は木製家具が大き
いが、近年、木材チップ・紙
の伸びも

輸出額
（10億米ドル）

輸出量
・木製家具：約300万m3

・木材チップ：約400万m3

輸出量
・木製家具：約300万m3

・木材チップ：約400万m3

近隣国への伐採の移転
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出典：Meyfroidst et al. 2009

需要増加分
の伐採が、
近隣国に？

需要増加分
の伐採が、
近隣国に？

ベトナムで利用される木材の出所

違法伐採の状況（国内）

2005年から2009年までの間に、41,008件の違法伐
採が報告された（25,396ha）。中部および南部で多
発

近年、規模・件数ともに減少傾向

2005 2006 2007 2008 2009

件数 8,049 8,349 8,567 11,570 4,473

被害面積（ha） 9,148 8,449 1,830 3,897 2,072

違法伐採の報告件数（2005～2009年）

出典：Forest Production Department of MARD

ベトナムにおける木材の流れ

植林

天然林

林業公社
世帯

貯木場

貯木場

税関

森林レンジャーによる森林・路上による検査

輸入木材（丸太・製材・加工木材）
マレーシア・ラオス・アメリカ、中国、ミャンマー等

木材加工
工場

家具工
場・組み
立て工場

輸出業者

海外市場
アメリカ、EU、
日本等

国内市場

8割が輸入

2割が国産
植林：300万m3

天然林：50万m3？

伐採設計書、生産
計画等の地方人民
委員会による承認
DARDによる伐採計
画の許可

7割が輸出
3割が国内向け

木材記録・リスト（コミューン人民
委員会の確認）
または税関申請書
請求・発送記録
レンジャーによるハンマー印

木材記録・リスト
または税関申請書
請求・発送記録

チップ生産

輸出申請、請求書、積荷証、植物検疫証、原産地証明輸出申請、請求書、積荷証、植物検疫証、原産地証明

伐採の合法性
を保証するも
のではない



近隣国からの違法木材の流入

EIA/Telapak, 2008. 
Forest Trends/DFID, 2009 などで現地調査に基づく報告

ラオスからの木材流入
イエローバラウ(Shorea spp.)、クルイン(Dipterocarpus)、
ローズウッド(Dalberigia spp.)など

ラオス軍部とのコネクションをもつ
専門の輸入業者

ラオス南部からベトナム中部へ

クイニョンやビンズオンなどの屋外
用家具業者などへ

または海外市場へ

あいまいな法的位置付け

多い例外→抜け穴に

ベトナムがラオスに対するインフラ建設などの開発支援と
引き換えとして木材を得ることも 18

EIA/Telapak, 2008、 Forest Trends/DFID, 2009および聴き取り

ラオスにおける木材流通の状況
丸太および加工度の低い
製材の輸出は原則禁止さ
れている
例外：インフラ建設前の伐
採

伐採量（quotas）は中央政
府が各県の要請に基づき、
決定・割り当て

木材の供給源

生産林からの伐採

インフラ建設、プランー
ション造成の際の伐採

違法伐採

違法伐採押収木材
19

搬出される丸太（アタプー県） ©木口由香
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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。
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
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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。
造成前の樹木は、木材加工企業に割り当てられた

その他リスクの高いとされる国からの輸入木材
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出典：Proforest. 2009. Joint FLEGT Vietnam Scoping Study-Part 2. Prepared for EFI

丸太：ミャンマー
製材：カンボジア
合板：中国
の伸びが著しい

丸太：ミャンマー
製材：カンボジア
合板：中国
の伸びが著しい

マレーシア

ラオス

ミャンマー

カンボジア

中国

ラオス

中国

社会的な
紛争木材？

少数民族の
人権？

合法性？

ベトナムにおける
合法性・持続可能性の取り組み

①FSCの取得
「生産林の30％で認証を」
（林業開発戦略2006-2020）
FSCの要求事項とベトナム
の法的システムの調整

190を超えるFSC-COCの取
得企業（森林管理に関する
FSCは１件のみ）
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国 取得件数 

ベトナム 193 

タイ 37 

インドネシア 130 

マレーシア 105 

カンボジア 0 

ラオス 1 

ミャンマー 0 

フィリピン 1 

出典：FSCデータベース（2010年 2月時点） 

東南アジア各国の
FSC認証取得件数 ②原料のシフト

輸入天然木から他原料へ

ベトナム産の植林木

パーティクルボード、MDF・・・

高リスク国（ラオス、
ミャンマー、カンボジア、
中国等）から低リスク国へ？
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ベトナムにおける
合法性・持続可能性の取り組み



ベトナムにおける
合法性・持続可能性の取り組み

③木材出所の確認
事例） ある家具製造会社は、バイヤーの方針に従い、下記

の調達方針を採択
違法材ではないこと

木材の生産にあたり、社会的な紛争を引き起こしていないこと。

原生林の木材を使用しないこと。

天然林を人工林に転換した木材を利用しないこと。

遺伝子組み換えをした木材を利用しないこと

このため、下記の措置をとっている

伐採許可、伐採設計計画書、伐採地図、原木リストなど
の書類の確認

森林保護局への確認 25

まとめ

ベトナムは一大木材中継地点として発展中

ラオス、カンボジア、ミャンマー等に移動した
森林の破壊

不明点の多い（＝リスクの高い）近隣国から
の輸入木材
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「原産地」「樹種」の確認

リスクの高い国からの木材は避ける

FSC認証材の活用を

「原産地」「樹種」の確認

リスクの高い国からの木材は避ける

FSC認証材の活用を


