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2004年：FoE Japanロシアタイガ
プログラム勤務。極東ロシアの
森林生態系保全プロジェクトに
従事。
2006年：FoE Japan森林チーム
兼務。以後、主としてロシアの
森林分野の調査に従事。また、
木材生産地の環境・社会に配
慮した木材“フェアウッド”の調
達推進や普及啓発活動に取
組む。



ロシアとは？





https://pikabu.ru/story/karta_narodov_rossii_5947367

ロシアの民族地図

https://pikabu.ru/story/karta_narodov_rossii_5947367
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出典： http://dvor.jp/russkie.htm へ西暦を記入

http://dvor.jp/russkie.htm


先住少数民族の居住地域

http://wp.wiki-

wiki.ru/wp/index.php/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D

0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0,_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B

8_%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%

D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8

http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0,_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8_%D0%B8_%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


多民族国家



つながり１ ～北方先住少数民族～



北方先住少数民族

東はサハリンから西はシベリアに至る広域において、ロシア人の
入植以前より居住し、主に狩猟・漁労を生業とする先住民族。
アイヌも含まれる。



ウデヘ

◎近年は、市場経済の台
頭と、開発のために、古来
からの生活を維持すること
が難しくなってきている。

◎旧ソ連時代は、集住化
が進められ、教育・医療
等のサービスを受ける。
多くは、国営の狩猟組合
等で働いた。



http://www.geographystudy.ru/geogos-385-2.html

森林資源の蓄積量

シベリアと極東（沿海地方）の蓄積が多い

http://www.geographystudy.ru/geogos-385-2.html


先住少数民族（シベリア、極東）
×
森林



つながり２ ～森林～



極東地域と日本の関わり

1894 日清戦争

1904 日露戦争

1910 韓国併合

1932 満州建国

1945 終戦(WWⅡ)



集中的な森林伐採の開始

日本の木材需要にも対応；

•鉄道の枕木

•関東大震災の復興資材

•戦後復興の資材

•高度経済成長の住宅用材



沿海地方の温帯林
（ウスリータイガ）



河畔林のヤチダモ



アムールシナノキ





この地域の森林にとって最も重要な
チョウセンゴヨウマツ



チョウセンゴヨウマツの実は、餌として生態系を支える。
中華料理等で多様される松の実として世界中に流通。



チョウセンゴヨウマツの稚樹



• イノシシ、アカシカ、ノロジカ、ヒグマ、ツキノワ、

ノロジカ。この他、アカシカ、ヘラジカ、ジョコウジカ等が生息



この森の生態系の頂点に立つ、ネコ科最大のアムールトラ



図．シホテ・アリニ生態区の植生
出所：シェインガウス(05）

アムールトラの生息地

＝チョウセンゴヨウの森

★チョウセンゴヨウ
とナラの森が大切



アムールトラの生息地＝木材の生産地

図．伐採リース
出所：FoE（2006）

図．野生アムールトラ生息地
出所：miduelle et al (2007)



アムールトラと共存する先住民族ウデヘの民族衣装には、
トラの刺繍が刻まれる。



先住民族の伝統的生活を守る

＝森林を守る
＝豊かな生態系を守る



ロシアの森林

•国土面積：17,098,246 km2（9連邦管区、85 連邦構成主体)

•森林フォンド：11,262,886km2 –国土の66％。

極東

シベリア



ロシアの森林蓄積

シベリア

40%
極東

25%

北西 12%

その他

21%

☆蓄積の65％ (519億㎥） は、シベリアと極東に集中している。

出所: ロシア連邦森林局（Rosleskhoz）, 2012

•森林蓄積:798.79億m3 



•年間許容伐採量：7億480万㎥（2017）

•年間伐採量：2億3860万㎥（2018）

→34％の利用率
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ロシアの伐採量

欧州ロシア イルクーツク州 ハバロフスク州 沿海地方

オウシュウトウヒ、
オウシュウアカマツ
ヨーロッパヤマナラシ
シラカバ

オウシュウアカマツ
シベリアカラマツ
ヨーロッパヤマナラシ

ダフリアカラマツ
エゾマツ
トドマツ

イチイ、モンゴリナラ、ヤチ
ダモ
エゾマツ、トドマツ、ダフリ
アカラマツ、シナノキ、クル
ミ、ニレ

表：ロシアの伐採量2015-2018
（赤がコンセッションでの伐採）
出典：ロシア連邦森林局

＊CITES付属書に登録され、取引が規制されている樹種
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木材・木材製品輸出
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• 原木輸出：1,900～2,000万㎥（ロシア連邦森林局2019）

• 製材輸出：3,166万㎥（FAO2018 ）

出典：FAO STAT2018 （単位：㎥）

単位：㎥



出典：「Resource Trade.Earth」Chatam house (2017)

中国への輸出が圧倒的。日本はこれに続く。



エゾマツ・トドマツ
ハバロフスク地方～

沿海地方

ナラ、タモ
チョウセンゴヨウ
エゾマツ、トドマツ

沿海地方～ハバロフ
スク地方南部

カラマツ（ラーチ）
ハバロフスク地方

アカマツ
イルクーツク州

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



東シベリアの針葉樹林帯。アカマツとカラマツが多い。



• タイガの写真

沿海地方のウスリータイガ。他の地域と異なり、広葉樹が多く、高級
樹種として木材取引される。
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衛生伐採、保育伐採という名目での伐採

→チョウセンゴヨウのような禁伐種、ナラ、タモ、シナノキのような伐採
制限種を、衛生伐、保育伐の名目で伐採する際に、違法に伐採権が
譲渡されるケースが多い

中国系業者の急増

→山土場で買付け、搬出、加工、輸出手続を行い自国市場へ供給す
る。近年では、表向きはロシア企業として、操業するように変化。

アクセス可能な森林
へ伐採が集中

生物多様性の破壊
先住民の生活の阻害

合法的であっても非持
続的な利用の危険性

高級樹種を取り巻く問題

違法伐採・盗伐

→木材単価が高いことにより、小規模でも収入は高く、違法伐採のリス
クが高い



• 伐採の写真

• 積荷のトラック





中国や日本で

家具になり…

みんなの所へ



写真：大連の家具・集成材製造工場の貯木場

中国産材のみを使用しているとさ
れているが、土場にはロシア材が
転がる。

取引先：日本、米国



違法ロシア材が、日本の住宅向けに
•中国最大手のロシア材輸入業者

•ほとんどが独立した伐採団から購入したアカマツ

•広範囲にわたる違法伐採について深い知識

•中国の加工業者：～90％が日本向け
• S社：住宅用アカマツ集成材（RW）
• R社 – ベッドフレーム用ヤチダモの突板



樹種と住宅部位

主な樹種 製品名 原木の主な伐採地 主な製造地

ラーチ（カラマツ） 針葉樹構造用合板 ハバロフスク 宮城、秋田、岩手、石川、京

都、鳥取、島根、熊本

シナノキ シナ合板 沿海地方 北海道

シラカバ、ポプラ（ヨーロッ

パヤマナラシ）

ランバーコア合板 沿海地方、ハバロフ

スク地方、イルクー

ツク州

中国（内蒙古自治区、黒龍江

省、遼寧省）

ナラ（オーク）・

フローリング

タモ、ナラ、ニレ（アカダ

モ）

階段踏板、手摺、カウン

ター用の集成材

沿海地方 中国（遼寧省、黒龍江省）

タモ、ナラ、ニレ 家具 沿海地方 中国（遼寧省、黒龍江省）

モンゴリナラ 沿海地方 中国（遼寧省、黒龍江省、江

蘇省、折江省）





品質だけではなく、産地を選ぶ！



森林火災

  
Число лесных пож

аров, тыс. ед. 

Лесные земли, пройденн

ые пожарами, тыс. га 

Сгорело леса на 

корню, млн. м3 

2001 23,7 896,8 16,5 

2002 43,4 1369,5 32,4 

2003 33,1 2352,8 68,4 

2004 27,2 543,3 15,7 

2005 19,2 845,3 12,3 

2006 32,5 1493,5 34,5 

2007 17,8 1036,1 16,5 

2008 26,3 2069,8 30,1 

2009 23,2 2111,6 25,4 

2010 34,8 2026,9 93,1 

2011 21,1 1804,9 28,7 

 出所: Rosstat

• 件数：17,800～43,400件/年

• 面積：643,300～2,362,800ha/年

✔発生件数の8割が人為的要因



出所: Roslesinforg

• 発生時期：4～7月

• 主な地域：東シベリア、極東







森林火災の発生場所

＝アクセス可能な森林での
森林利用の方法に関係する



つながり３ ～陸水域生態系～



●極東ロシアの豊かな森林地帯
は、日本へどのような影響をも
つのか？

延長 4,368* km （＊2,824 ㎞）

水源の標高 -- m

平均流量 11,400 m³/s

流域面積 1,855,000k km²

河口・合流先 オホーツク海

出所：Wikipedia★ビキン川、ウスリー川等の支
流を経由し、アムール川へ合流
し、オホーツク海へ。
→その後、日本まで

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%AD%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%8B%E6%96%B9%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%92
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%96%B9%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%AF%E6%B5%B7




アムールオホーツクプロジェクト

●北海道大学の低温科学研究
所が中心となり、2005年度より5

年間のプロジェクトとして実施。

●アムール川流域の森林、湿
地帯からの鉄分が水に溶け込
んでおり、これが海の植物プラ
ンクトンを育て、オホーツク海の
漁業資源を育んでいる仕組み
を解明する。

出所：アムールオホーツクプロジェクト
http://www.chikyu.ac.jp/AMORE/



研究成果 http://www.chikyu.ac.jp/AMORE/

●鉄は森や湿地から生み出される腐植物質と結合することで水に溶けや
すくなり、遠方まで輸送されることが可能。

●鉄を生み出すアムール川流域の陸面状況の変化、すなわち森林伐採、
森林火災、農地や都市域の拡大とそれに伴う湿地の縮小などは、それ
故、水産資源の宝庫であるオホーツク海や親潮域の生産力の命運を握っ
ている可能性がある。

結果：アムール川から輸送された鉄は一旦河口域で沈殿し、海氷生成に
伴って駆動される熱塩循環と潮汐混合によって外洋に運ばれ、サハリンの
東岸を南流する東サハリン海流によって、海洋の中層を千島列島まで輸
送されることが判明しました。千島列島から太平洋に通ずる海峡部におい
ては、激しい潮汐混合によって中層の高い濃度の鉄が表層にも輸送され、
親潮域に水平輸送されます



参考情報：

●アムールトラについてはこちら
https://www.foejapan.org/siberia/amutora/ind
ex.html
●違法材ナラいらないよ はこちら
https://www.foejapan.org/forest/ihouzai/
●顔のみえる木材の利用をめざす
「フェアウッド・パートナーズ」はこちら
https://www.fairwood.jp/

https://www.foejapan.org/siberia/amutora/index.html
https://www.foejapan.org/forest/ihouzai/
https://www.fairwood.jp/
https://www.fairwood.jp/

