
 

 フェアウッド＆合法木材の一層の利用促進に寄与するために、これまで先陣を切ってフェアウッド＆合法木材等の利活用に積極的に取組んできた企業の方々を中心に、個々の事例におけるこれまでの成果と今後の課題を共有し、森林・林業の持続可能性の実現に向けた次の一歩として何が必要なのか、ポイントになるのかについて、検討、議論します。また本セミナーでは、特に輸入材を対象に議論、検討します。 
 ■ 1 月 27 日（大阪） 13:00～16:00  エルおおさか（大阪府立労働センター） 6 階 606 号室 ■ プログラム 

13:00-13:05 開会開会開会開会 

[第一部第一部第一部第一部]    世界世界世界世界がががが目指目指目指目指すすすすフェアウッドフェアウッドフェアウッドフェアウッド利用拡大利用拡大利用拡大利用拡大        ～～～～各国各国各国各国におけるにおけるにおけるにおけるフェアウッドフェアウッドフェアウッドフェアウッド供給体制供給体制供給体制供給体制 

13:05-13:20 イントロダクションイントロダクションイントロダクションイントロダクション：：：：世界世界世界世界がががが向向向向かうかうかうかうフェアウッドフェアウッドフェアウッドフェアウッド 三柴淳一三柴淳一三柴淳一三柴淳一（（（（国際環境国際環境国際環境国際環境 NGO FoE Japan）））） 
13:20-13:50 フェアウッドフェアウッドフェアウッドフェアウッド供給体制供給体制供給体制供給体制のののの現状現状現状現状～～～～生産国調査報告生産国調査報告生産国調査報告生産国調査報告    ベトナムベトナムベトナムベトナム編編編編        ロシアロシアロシアロシア編編編編 満満満満田夏花田夏花田夏花田夏花、、、、佐佐佐佐々々々々木勝教木勝教木勝教木勝教（（（（国際環境国際環境国際環境国際環境 NGO FoE Japan）））） 
13:50-14:00 質疑質疑質疑質疑＆＆＆＆応答応答応答応答 

[第二部第二部第二部第二部]    フェアウッドフェアウッドフェアウッドフェアウッド利活用利活用利活用利活用はこうしてはこうしてはこうしてはこうして実現実現実現実現！？！？！？！？ 

14:00-14:20 住宅住宅住宅住宅メーカーメーカーメーカーメーカーのののの取取取取りりりり組組組組みみみみ～～～～調達方針運用実績調達方針運用実績調達方針運用実績調達方針運用実績とととと効果効果効果効果、、、、およびおよびおよびおよび今後今後今後今後のののの課題課題課題課題 木戸一成氏木戸一成氏木戸一成氏木戸一成氏（（（（積水積水積水積水ハウスハウスハウスハウス株式会社環境推進部株式会社環境推進部株式会社環境推進部株式会社環境推進部）））） 
14:20-14:40 建材建材建材建材メーカーメーカーメーカーメーカーのののの取取取取りりりり組組組組みみみみ～～～～調達材調達材調達材調達材のののの切替切替切替切替ええええ実績実績実績実績とととと効果効果効果効果、、、、およびおよびおよびおよび今後今後今後今後のののの課題課題課題課題 谷口正剛氏谷口正剛氏谷口正剛氏谷口正剛氏（（（（朝日朝日朝日朝日ウッドテックウッドテックウッドテックウッドテック株式会社株式会社株式会社株式会社    経営企画室経営企画室経営企画室経営企画室    環境推進環境推進環境推進環境推進グループグループグループグループ）））） 
14:40-14:50 質質質質疑疑疑疑＆＆＆＆応答応答応答応答 

14:50-15:00 休憩休憩休憩休憩 

[第三部第三部第三部第三部]    パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッション        ～～～～フェアウッドフェアウッドフェアウッドフェアウッド導入導入導入導入ののののビフォービフォービフォービフォー・・・・アフターアフターアフターアフター、、、、そのそのそのそのメリットメリットメリットメリットはははは？？？？ 

15:00-16:00 モデレーターモデレーターモデレーターモデレーター        三上雄己三上雄己三上雄己三上雄己（（（（フェアウッドフェアウッドフェアウッドフェアウッド・・・・パートナーズパートナーズパートナーズパートナーズ）））） 
 【主催】国際環境 NGO FoE Japan 【協力】（財）地球・人間環境フォーラム 【後援】林野庁 ※本事業は、林野庁補助事業「違法伐採木材排除のための合法木材利用推進事業のうち合法木材普及体制整備事業（普及啓発）」の一環として実施いたします。 
 
 
 講師の資料はこちらからダウンロードください。 

http://www.foejapan.org/forest/doc/evt_110125.html 



フェアウッド推進セミナー(平成23年1月25日, 27日)

【第一部】世界が目指すフェアウッド利活用
～各国におけるフェアウッド供給体制

国際環境NGO FoE Japan
三柴 淳一

世界が向かう世界が向かう
フェアウッド利活用フェアウッド利活用



2フェアウッド推進セミナー(平成23年1月25日, 27日)

イントロダクション
～フェアウッドとは ?

世界の違法伐採対策の動向

EU、米国、豪州

内容内容



3フェアウッド推進セミナー(平成23年1月25日, 27日)

フェアウッド(FAIRWOOD)とは、伐採地の森林環境
や地域社会に配慮した木材・木材製品のこと

最低限、違法伐採でない木材(違法伐採、生態系破壊、
地域社会への悪影響、絶滅危惧種の恐れ) [合法材]

生態系や社会に配慮して持続可能に管理された森林か
らの木材 [森林認証材]

地域住民が自ら適切に森林管理している木材
[コミュニティ材、フェアトレード] 

近くの森林から生産された木材
[国産材・顔の見える木材] 

修理・再生した木製品 [Reduce, Reuse]

古材や廃材を再使用した木製品 [リサイクル]

フェアウッドとはフェアウッドとは ??



4フェアウッド推進セミナー(平成23年1月25日, 27日)

グリーン購入法基本方針グリーン購入法基本方針((20062006年年44月月改正改正))

判断の基準(必須事項)

1. 間伐材、林地残材又は小径木であること

2. 1.を満たすことが困難な場合は、原料として
使用される原木は、その伐採に当たって生産
された国における森林に関する法令に照らし
合法な木材であること

配慮事項

原料として使用される原木(間伐材、林地残
材、小径木を除く)は、持続可能な森林経営
が営まれている森林から産出されたものであ
ること



5フェアウッド推進セミナー(平成23年1月25日, 27日)

木材・木材製品の合法性、持続可能性の証
明のためのガイドライン

1. 森林認証制度及びCoC認証制度を活用した証明
方法

2. 森林・林業・木材産業関係団体の認定を得て事
業者が行う証明方法

3. 個別企業等の独自の取組(注:トレーサビリティ
構築など)による証明方法

GG法法 –– 合法木材ガイドライン合法木材ガイドライン



6フェアウッド推進セミナー(平成23年1月25日, 27日)

864,351 ha
(2010/12)

SGEC
Sustainable Green Ecosystem Council, 日本

4,199,035 ha
(4,822,884)(2010/12)

MTCC
Malaysian Timber Certification Council, マレーシア

1,829,205 ha
(2010/9)

LEI
Lembaga Ekolabel Indonesia, インドネシア

119,447,096 ha
(2010/6)

CSA
Canada Standard Association, カナダ

32,397,985 ha
(2010/6)

SFI
Sustainable Forestry Initiative, 北米

225,397,985ha 
(2010/6)

PEFC
Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes, 国際

134,396,707ha 
(2010/10)

FSC
Forest Stewardship Council, 国際

世界の主な森林認証と認証面積世界の主な森林認証と認証面積

世界の森林面積(約40億ha)の約6%



フェアウッド推進セミナー(平成23年1月25日, 27日)

世界の違法伐採対策の世界の違法伐採対策の
動向動向 -- 輸入規制輸入規制



8フェアウッド推進セミナー(平成23年1月25日, 27日)

EU域内における違法伐採対策(森林法施行・ガバ
ナンス・貿易の略) Forest Law Enforcement, Governance 
and Trade

2003年にFLEGT行動計画策定。持続可能な森林経
営に向け、グッドガバナンス、透明性、森林減少
抑制、貧困削減などを目標に。また信頼性の高い
合法木材貿易を促進。以下の重要な4つの要素で
構成

自主的二国間合意(FLEGT-VPA)

EU市場規制(デューディリジェンス規制)

EU加盟国による木材調達方針策定

技術的や資金的な生産国支援

EUEU--FLEGTFLEGTとはとは ??



9フェアウッド推進セミナー(平成23年1月25日, 27日)

自主的二国間合意(FLEGT-VPA)
生産国の関連法規に基づく木材の合法性定義

生産国政府による木材合法性保証システム(TLAS)とラ
イセンス発行システムの開発、運用

木材合法性保証システム: トレーサビリティ(CoC)、検
証、ライセンス発行、独立機関によるモニタリング

EUEU--FLEGTFLEGTとはとは ? ? –– FLEGTFLEGT--VPAVPA

生産国政府による合法的な伐採権の付与

環境や労働関連法規を含む森林管理規則のコンプライアンス

税金など適正な支払い

その他の関係者の所有権や利用権への尊重、配慮

運搬や輸出手続

木材の合法性定義



10フェアウッド推進セミナー(平成23年1月25日, 27日)

Congo

C.A.R.

Malaysia

Indonesia

Cameroon

Ghana

Liberia

FLEGT licenses (not yet)
System development
Formal negotiations
Moving to negotiations
Preparation, in-country consensus building
Introduction to VPAs

Gabon DRC

Vietnam

リベリア

ガーナ

カメルーン
ガボン

コンゴ
共和国

中央アフリカ共和国

コンゴ民主共和国

ベトナム

マレーシア

インドネシア

EUEU--FLEGTFLEGT--VPAVPA交渉の進捗交渉の進捗



11フェアウッド推進セミナー(平成23年1月25日, 27日)

事前交渉準備中コンゴ民主共和国、ガイアナ

作業計画検討中中国

事前交渉中
中央アフリカ共和国、ガボン、
ベトナム

交渉中
インドネシア、マレーシア
リベリア

2011年12月VPA締結（2010年5月）カメルーン

2011年6月VPA締結（2009年5月）コンゴ

2010年12月VPA締結（2008年9月）ガーナ

FLEGTライセンス
発行予定

状態国名

出所：Falconer, J. (2010) EU FLEGT Update.

EUEU--FLEGTFLEGT--VPAVPA交渉の進捗交渉の進捗



12フェアウッド推進セミナー(平成23年1月25日, 27日)

EUEU木材規則木材規則

EU域の木材流通にフォーカス

2010年10月に欧州議会で承認

製品ごと: 対象はすべての木材・木材製品(輸入、
域内製を問わず(適用免除あり))

すべてのEU加盟国に適用される
木材流通のCoCを確保

リスクアセスメントを実施

伐採国を特定

製品の詳細説明

コンプライアンスに関する信頼できる情報へのアクセス

FLEGTライセンス木材と森林認証材には特恵措置



13フェアウッド推進セミナー(平成23年1月25日, 27日)

VPAパートナー国 非VPAパートナー国

EU市場

EU加盟国

生産国

取扱事業者

FLEGT
ライセンス

Due diligenceシステム

(i)取引(貿易)名、(ii)製品名、(iii)樹種の学名、(iv)伐採国とコンセッ
ション名、(v)数量,重量、(vi)生産者名と住所、(vii)輸入者名と住所、

(viii)合法性を証明する情報・書類、などが求められる。

EUEU木材規則木材規則 –– その仕組みその仕組み
EU木材規則の特恵措置 EU木材規則対象



14フェアウッド推進セミナー(平成23年1月25日, 27日)

米国では、レイシー(Lacey)法が2008年に改訂

海外において違法に伐採された木材や木材製品を
輸入、輸送、販売、購入することは、たとえそれ
を認識していなくても違法とする

特徴: 原産国等の法律に基づき、米国における貿易や
国内取引も規制される(加工国を通した場合も原産国ま
で遡って規制が適用) (籾井, 2010)

違反者には、物品の没収、罰金、懲役刑など

米国改訂レイシー法米国改訂レイシー法(Lacey Act)(Lacey Act)



15フェアウッド推進セミナー(平成23年1月25日, 27日)

すべての木材・木材製品の輸入に、①樹種、②原産地国、
③数量、④価格を含む申告書が必要。紙、家具、丸太、
フローリング、合板および額縁などの木材製品をアメリカ向
けに輸出するすべての企業が対応を迫られる

2009年4月から段階的本格運用。ギブソン社が摘発者第一号

米国改訂レイシー法米国改訂レイシー法(Lacey Act)(Lacey Act)

盗まれたもの

公園や保護地区など、公的に保護された地区から採取した場合

上記以外で、当該国の法規制で公的に指定された地区から採取した場合

必要な認可を受けずに、またはそれに違反して採取した場合

採取、運搬、商業取引に関連して発生するロイヤリティー、税、各種の
料金を支払わない場合

輸出または積替えに関する法律に違反した場合

レイシー法が規定する違法木材製品



16フェアウッド推進セミナー(平成23年1月25日, 27日)

豪州は、環境団体の推定では、主にPNGやインド
ネシアから10億ドル規模の違法材で輸入

農林水産大臣が発表「豪州労働党(与党)は選挙公
約として違法材輸入規制措置(豪州版レイシー法)
の導入を」(2010年8月)

豪州の違法伐採材輸入規制豪州の違法伐採材輸入規制

http://www.lawyersweekly.com.au/blogs/top_stories/archive/2010/08/10/labor-bans-illegal-logging-imports.aspx



17フェアウッド推進セミナー(平成23年1月25日, 27日)

EU-FLEGT-VPA
米国

レイシー法

日本も一層のフェアウッド
／合法木材への移行を !!

国際社会の違法伐採材輸入規制国際社会の違法伐採材輸入規制

オーストラリア
労働党(与党)選挙公約に
「豪州版レイシー法」

EU木材規則



18フェアウッド推進セミナー(平成23年1月25日, 27日)

ご清聴、ありがとうございましたご清聴、ありがとうございました
Thank you for your attentionThank you for your attention

www.fairwood.jp
www.foejapan.org
mishiba@foejapan.org



1

生産国の状況
ベトナムを中心に

国際環境NGO FoE Japan
満田 夏花（みつた・かんな）

2011年1月27日
フェアウッド促進セミナー＠大阪

2@FoE Japan
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



5

アカシア植林開発アカシア植林開発

6

アカシア植林開発アカシア植林開発

7

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

9

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

1999 2008

人工林

天然林

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

10

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

11

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

13
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

14
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

20

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



21

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

22
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）

23

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？

24

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

26

「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



www.foejapan.org

国際環境NGO FoE Japan
佐々木勝教

2011年1月25日、27日 フェアウッド推進セミナー

ロシアにおける合法性証明木材調達の展望

www.foejapan.org

2

2

ロシア調査について

期間：2006年度から違法伐採対策推進協議
会の合法性・持続可能性証明木材供給事例
調査事業として開始。現在は、林野庁合法木
材信頼性向上支援事業の輸入材の調査とし
て中露間調査を実施中。

対象地域：ロシア極東全域、沿海地方、ハバ
ロフスク地方、イルクーツク州

目的：輸入材のサプライチェーンを書類ベー
スで追跡調査（日中露間、2010年度）

www.foejapan.org

3

3

ロシアの森林

●森林フォンド：11億3千万haの
うち、極東とシベリアにその
76％にあたる8億5千万haが
あり、このうち5690万haが伐
採リースに割り当てられている。

●森林蓄積でみると、768億㎥
の68％にあたる522億㎥が極
東とシベリアにあり、48億5千
万㎥が伐採可能蓄積。両地域
合わせた年間許容伐採量は、
6318万㎥に及ぶ。

出所：ロシア連邦森林局2006を基に作成

森林フォンド面積

極東

シベリア

その他

www.foejapan.org

4

4

ナラ、タモ
チョウセンゴヨウ
エゾ、トド、カラマツ
沿海地方～ハバロフ
スク地方南部

カラマツ（ラーチ）、
エゾマツ・トドマツ
ハバロフスク地方

アカマツ（パイン）、
シベリアカラマツ
イルクーツク州

出典：Space Research Institute of Russian Academy of Sciences, Global Forest Watch, Greenpeace Russia
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© Baikal Environment Wave

www.foejapan.org
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樹種と住宅部位
部位 主な樹種 原木の主な伐採地 製品の主な製造地

構造用集成材（梁桁など横
架材）のラミナ

アカマツ イルクーツク州 イルクーツク州、ハバロ
フスク地方

羽柄材（垂木、間柱、胴縁、
野縁など）

アカマツ イルクーツク州 イルクーツク州、ハバロ
フスク地方、富山県

針葉樹構造用合板 ラーチ（カラマツ） ハバロフスク、イルクーツ
ク州

宮城、秋田、岩手、石川、京
都、大阪、鳥取、島根、熊本

シナ合板 シナノキ 沿海地方 北海道、中国

ランバーコア合板 シラカバ、ポプラ（ヨーロッ
パヤマナラシ）

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）

パイン・フローリング アカマツ イルクーツク州 中国（遼寧省、内蒙古
自治区、黒龍江省）

ナラ（オーク）・
フローリング

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）

階段踏板、手摺、カウン
ター用の集成材

タモ、ナラ、ニレ 沿海地方 中国（遼寧省、黒龍江
省）

家具 タモ、ナラ、ニレ 沿海地方 北海道、静岡、宮崎、中
国（遼寧省、黒龍江省）

家具 パイン（アカマツ） イルクーツク州 中国（遼寧省、内蒙古
自治区、黒龍江省）



www.foejapan.org
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写真：EL社の製品。29種類の製品を臨機応変
に生産できる。（日本向けも既にある）

www.foejapan.org
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10

日本とロシア

影響要因：

2000年以降中国の木材需要が急増
2006年丸太輸出関税の段階的引き上げ
2007年日本の建築基準法改正
2008年リーマンショック

2004 2009
丸太(㎥） 5,883,594 693,084

うち針葉樹 5,672,182 665,680
製材(㎥） 1,001,870 729,566

うち針葉樹 989,824 726,272
単板（㎡） 0 30,396,089

出所：財務省通関統計

www.foejapan.org
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林産業の現状

【優先投資プロジェクトと木材加工業の振興】
地方・州政府により策定され、連邦産業商務省により承認さ
れ、オークションなしでの伐採リースの割り当てがある

●ハバロフスク地方- 5プロジェクト
（製材、単板、MDF、PB、化学パルプ、チップ）
●イルクーツク州- 4プロジェクト
（製材、針葉樹合板、バイオ燃料、チップ）

www.foejapan.org
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12

林政の現状
（2004～2010）

04.地方主体の林政の開始
（森林局が地方政府下へ、営林署解体、人員削減）

07.新森林法典
（森林計画、森林開発計画、伐採申請書）

ー国家による森林管理が不安定に。違法伐採多発ー

10.森林局の所属変更（体制の強化）
10.丸太輸出関税引き上げ延期（なくなる可能性も）

＊10.チョウセンゴヨウ禁伐種に再指定



www.foejapan.org

13

13

違法伐採の現状
連邦森林局の公表では、伐採量の10～15％

（約2000万㎥）が違法伐採。

◎中国市場と関連した違法木材流通の増加

イルクーツク州‐FSBと関税局のオペレーションに
より大規模な密輸グループ摘発。152名の違法滞
在中国人逮捕。（2010.11.22） *50名逮捕（同年12月）

沿海地方‐沿海地方森林局長の更迭（2010.6.18）

違法伐採と関連した汚職が表面化

→国家森林管理の不十分さと関係した違法伐採

→地方レベルの取り組みによる摘発開始

www.foejapan.org
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14

www.foejapan.org
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合法性証明木材

伐採申請書 植物検疫
証明書

鉄道
貨物引換証

税関
申請書類

★地方政府下での仕組みづくりが鍵

期待される証明方法：
１）．伐採申請書と植物検疫を連結

２）．森林認証を使ったモデル

現状では、信頼性のある合法性証明の仕組みがない。

www.foejapan.org

16

16

森林認証
FSC認証が最もポピュラー。PEFCと相互
認証している国内のシステムFCRもあるが、
現時点での認証は一ヶ所のみ。

FSC認証林は、2415万ha、CoC認証企
業は、159社の上る（2010．12.31）

→現時点で最も確実な方法であり、

十分な木材供給力もある。

（極東、シベリアで約1000万ha）



www.foejapan.org
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写真（上）：B社のFSC認証林

写真（下）：K社の伐採地（認証林）地図

www.foejapan.org

18

18

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)

木材の生産地＝希少動物、
植物、先住民族の居住地

www.foejapan.org
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今後の展望

★地域別で樹種、現地の状況を把握

十分な供給力のある森林認証材を利用

優先投資プロジェクトを軸に発展が期待さ
れる加工材を利用

→地方・州政府が中心となった合法性証明
木材供給の安定化に期待

www.foejapan.org

20

20

ご静聴ありがとうございました。

www.fairwood.jp
info@fairwood.jp

03-6907-7217



木材調達ガイドラインによる
フェアウッド調達の推進

積水ハウス株式会社
環境推進部
木戸一成

2011年1月27日
フェアウッド推進セミナー



会社紹介

●大阪に本社を構える住宅メーカー（1960年創立）

●戸建住宅、賃貸住宅、分譲マンション、リフォームなどの事業を
全国展開

●2009年7月末時点の累積建築戸数は約197万戸。2010年
1月に業界初の200万戸を達成

●2008年6月には環境省より「エコ・ファースト企業」として認定
を受ける



住宅産業はアセンブル産業

取引メーカー約3,000社の協力を得て
1棟あたりの約6万点の部材で構成されています。



木材調達の現状

エリア別の木材調達実績

総量 約29.5万m3

（2009年2月～2010年1月）

欧州
19%

北洋
13%

アジア
17%

北米
19%

その他17%

南洋
15%



森林破壊が引き起こす多くの問題

大規模皆伐による永久凍土の消失

野生動物の絶滅

伐採企業と地域
住民との衝突

国内林業の衰退

写真はすべてFoE Japan



フェアウッド※ ＝ 環境に配慮し、社会的に公正な木材

例えば

・最低限、合法な木材

・持続可能な森林経営を目指している木材

・信頼できる第三者機関の認証を受けた木材

・できるだけ近くの森林から出た木材

・・・・・
※（財）地球・人間環境フォーラムと国際環境NGO FoE Japanの登録商標

フェアウッドとは



フェアウッド調達の課題

木材調達におけるグリーン購入の難しさ

●複雑な流通過程（調達範囲の広さ、仲介者の多さ）

●調達木材に対する従来の要望（性能や意匠、価格）

など



持続可能な木材調達



木材調達ガイドラインの特徴

①合法性に加えて、生態系保全や地域住民の暮らしや
社会的影響まで視野に入れた持続可能なガイドライン

②公正性・客観性を保つため、NGOとの協働により、ガ
イドラインを策定、運用。

③サプライチェーンとのコミュニケーションを図り、相互に
連携した活動を展開。



木材調達ガイドラインの特徴①

・グリーン購入法では持続可能性が配慮事項にとどまる

・2010年秋に名古屋でCOP10開催

合法性に加えて、生態系保全や地域住民の暮らしや社
会的影響まで視野に入れた持続可能なガイドライン

・2011年は国際森林年



積水ハウスの木材調達ガイドライン 10の調達指針

①違法伐採の可能性が低い地域から産出された木材

②貴重な生態系が形成されている地域以外から産出された木材

③地域の生態系を大きく破壊する、天然林の大伐採が行われて
いる地域以外から産出された木材

④絶滅が危惧されている樹種以外の木材

⑤消費地との距離がより近い地域から産出された木材

⑥木材に関する紛争や対立がある地域以外から産出された木材

⑦森林の回復速度を超えない計画的な伐採が行われている地域
から産出された木材

⑧国産木材

⑨自然生態系の保全や創出につながるような方法により植林され
た木材

⑩木廃材を原料とした木質建材

合法性合法性

温暖化防止温暖化防止

生物多様性生物多様性

社会性社会性

資源循環資源循環

2007年4月に策定



評価の一例：（絶滅危惧種）

調達指針④ 絶滅が危惧されている樹種以外の木材

得点 IUCN Red Databook 1994 
Categories & Criteria (Ver2.3)

IUCN Red Databook

Category（日本版）

樹種

（抜粋）

5点 LR/LCLow Risk/ Least Concern カテゴリー外 ウエスタンレッドシダー、
ダグラスファーなど

4点 LR/CD&NTLow Risk/ Conservation 
Dependent, Near Threat

準絶滅危惧 ヒノキ、スギ、センペル
セコイアなど

3点 VUVulnerable 絶滅危惧やや高い セプター、チーク、ウリン

2点 ENEndangered 絶滅危惧高い ホワイトメランチなど

1点 CRCritically Endangered 絶滅危惧非常に高い レッドラワン、イエローラ
ワン、カポールなど

※ 認証材であれば+2点

12



木材を多面的に評価し、改善につなげる

合計点（最大43点） 調達ランク

34点以上 Ｓ

26点以上、34点未満 Ａ

17点以上、26点未満 Ｂ
調達指針①④が評価でき
ない、もしくは17点未満 Ｃ

得点 IUCN Red Databook 
1994 Categories & 
Criteria (Ver2.3)

IUCN Red Databook

Category（日本版）

樹種

（抜粋）

5点 LR/LCLow Risk/
Least Concern

カテゴリー外 ウエスタンレッドシダー、ダ
グラスファーなど

4点 LR/CD&NTLow Risk/ 
nservation 
Dependent, Near 
Threat

準絶滅危惧 ヒノキ、スギ、センペルセ
コイアなど

3点 VUVulnerable 絶滅危惧やや高い セプター、チーク、ウリン

2点 ENEndangered 絶滅危惧高い ホワイトメランチなど

1点 CRCritically 
Endangered

絶滅危惧非常に高い レッドラワン、イエローラワ
ン、カポールなど

得点 違法伐採の可能性が高いと考
えられる木材のその国の木材
総輸出量に占める割合

地 域

5点 10%未満 フィンランド、ニュージーランドなど

4点 10%以上 ラトビア、中国、ベトナム、日本など

3点 30%以上 ロシア欧州部、韓国、台湾、フィリピン、ベト
ナム、ラオスなど

2点 50%以上 ロシア極東、エストニア、カメルーン、赤道ギ
ニア、ガーナ、など

1点 70%以上 ガボン、リベリア、インドネシア、カンボジア、
ブラジル・アマゾン、など

＋

…
…

10の指針ごとに分析し、合計して、
木材を評価

→ 「見えれば、変えられる」

合計点で評価することで、調達の選択肢も広がり、フェアウッド調
達と安定供給の両立が可能になり、経済性とのバランスも取れる



NGOとの協働



木材調達ガイドラインの特徴②

・世界68ヶ国に100万人のサポーター
をもつ、国際環境NGO。森林プログ
ラムだけでなく、温暖化に関する提
言、里山の再生、中国における砂漠
緑化プロジェクトなど、幅広い活動を
行っている。

ガイドライン策定時 フェアウッドに関するレクチャー
評価のための各種データ提供

ガイドライン運用時 調達木材評価の支援
など

公正性・客観性を保つため、NGOとの協働により、
ガイドラインを策定、運用。



サプライヤーとの連携



木材調達ガイドラインの特徴③

サプライヤーとのコミュニケーションを図り、相互に連携した活動
を展開。

●主要木質建材サプライヤー60数社（約100名）に対して、
・フェアウッド調達の背景
・調達の方向性
・ガイドラインの詳細
・現状の調達レベル など
を説明

●サプライヤーから自発的な
提案や調達木材の評価依
頼が増加

●一企業の枠を超えた、より大きな取組みとして展開



調達レベル向上のための具体的取り組み

絶滅危惧リスクが高く、調達レベルが低いフロア芯材の改善

■A社
FSC認証を取得したラワン材へ切り替え

■B社
ユーカリ材（植林）へ切り替え（PEFC認証材）

絶滅危惧リスクを森林認証により回避

絶滅危惧リスクを樹種変更と森林認証により回避

森林認証：木材の生産地となる森林が適切に管理されていることを、独立した
第三者機関が公正に評価・認証すること。FSC、PEFCなど



持続可能な森林から産出された木材を積極的に使用

スウェーデン：SCA社の場合

①1本の木を収穫すると、森林資源
再生のために2～3本の苗を植林
し、さらに種をまく。

②③植えた木の成長具合を見なが
ら、約80～120年の間に3回
程度の間伐を実施。

④約80～120年を1サイクルとして、木を収
穫。5%程度は生態系保全のために残す。

伐採樹齢
80～120年
当社向け
住宅用木材



国産材もフェアウッド調達のひとつの視点

●合板の一部または全部で国産材使用（野地板、床パネル用合板など）

●秋田杉の柱材（シャーウッド構造材）
・2007年から仙台支店でパイロット運用
・2009年より東北エリアでオープン化

●シャーウッド構造材の国産材OP設定
・2010年8月から東北エリア以外でも国産

材をオプション展開



調達実績の推移

総量
約38.8万m3

総量
約29.5万m3

2009年2月～2010年1月 2006年2月～2007年1月

Sランクの木材増加、Cランクの木材削減により、
木材調達レベルを向上



一般生活者とのコミュニケーション

サプライヤーとのコミュニケーションに加えて、一般生活
者とのコミュニケーションがフェアウッド普及の鍵を握る



木材調達ガイドラインの特徴

①合法性に加えて、生態系保全や地域住民の暮らしや
社会的影響まで視野に入れた持続可能なガイドライン

②公正性・客観性を保つため、NGOとの協働により、ガ
イドラインを策定、運用。

③サプライチェーンとのコミュニケーションを図り、相互に
連携した活動を展開。



フェアウッド調達今後の課題

●調達木材のトレーサビリティの精度向上

●一般生活者に対するフェアウッドに関する情報発信

●フェアウッド採用に対するインセンティブ



これからもフェアウッド調達に取組み、
持続可能な木材調達を進めていきます。
ご清聴、ありがとうございました。

これからもフェアウッド調達に取組み、
持続可能な木材調達を進めていきます。
ご清聴、ありがとうございました。
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朝日ウッドテック株式会社 経営企画室

環境推進グループ 谷口 正剛

２０１１年１月 『フェアウッド調達セミナー』

～建材メーカーの取り組み～

朝日ウッドテックの取り組み朝日ウッドテックの取り組み
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【社 名】 朝日ウッドテック株式会社

【本社所在地】 〒541-0054 大阪市中央区南本町４丁目５番１０号

【設 立】

【事業内容】

1952年9月16日

会社概要

木質内装建材の製造・販売

床材床材

階段・階段・
造作材造作材

壁・天井壁・天井

床暖房システム床暖房システム

【【環境への取り組み環境への取り組み】】

20022002年年 ISO14001ISO14001認証取得認証取得

20082008年年 FSCFSC--CoCCoC認証取得認証取得

PEFCPEFC--CoCCoC認証取得認証取得

全国に営業所

大阪府下に６工場
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１．環境に配慮した商品１．環境に配慮した商品

を提供するを提供する

～～ 朝日ウッドテックの取り組み朝日ウッドテックの取り組み ～～
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Environment Conscious Floor
（エンバイロメント・コンシャス フロアー）

環境配慮型床材

１．環境に配慮した商品を提供する

□環境に配慮した床材
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１．環境に配慮した商品を提供する

塗装

硬質パワーシート

合板

突板
意匠材

機能材

基材

製品体積の製品体積の７０％以上７０％以上がが持続可能な木質部材持続可能な木質部材※※））

で構成されているで構成されている

『『エコフロアーエコフロアー ＲＲ 』』の自社基準の自社基準

※）自社の定義

□環境に配慮した床材
『エコフロアー』

※）求められる性能によって機
能材がない商品もある
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環境面や地域社会への影響面環境面や地域社会への影響面の視点からの視点から
安定調達が可能かどうかを、安定調達が可能かどうかを、

出来るだけ現地を訪問し確認することに努めています出来るだけ現地を訪問し確認することに努めています

１．環境に配慮した商品を提供する

持 続 可 能 な 木 質 部 材 ※）

（混農林業）

ｱｸﾞﾛﾌｫﾚｽﾄﾘｰ

FSC認証材
（南洋材）

認証林

適切に管理された森

非認証林 （木材を素材として再利用）

ﾏﾃﾘｱﾙﾘｻｲｸﾙ

自社の定義

早生植林木 ＭＤＦ、
ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ

現
在
、
基
材

に
活
用
し
て

い
る
木
材

今
後

国産材

他の認証材

早生植林木
（異なる樹種）
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私たちがエコフロアーを通じて目指すもの私たちがエコフロアーを通じて目指すもの

適切に管理された森や

アグロフォレストリーで産出された
木材を有効に使う

守るべき森

自然の森

都市の森のサイクルを長く
するため、床材として長く

使用してもらう

都市の森

１．環境に配慮した商品を提供する
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２．持続可能な木質部材２．持続可能な木質部材

を調達するを調達する

～～ 朝日ウッドテックの取り組み朝日ウッドテックの取り組み ～～
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林区面積：１４万７千ヘクタール林区面積：１４万７千ヘクタール

ＦＳＣ認証林区

２．持続可能な木質部材を調達する２．持続可能な木質部材を調達する

１）事例 ～ＦＳＣ認証材の調達～



10約１年をかけてメランティの苗を育成する

植林（ﾗｲﾝﾌﾟﾗﾝﾃｨﾝｸﾞ）

厳選したメランティを丁寧に伐採（択抜）

3m 3m17m 17m

択伐後、
天然林の
まま残す

択伐後、
天然林の
まま残す

2.5m

１０年後

２．持続可能な木質部材を調達する２．持続可能な木質部材を調達する

１）事例 ～ＦＳＣ認証材の調達～
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２）事例 ～早生植林木の調達～

アグロフォレストリーアグロフォレストリー

AgroforestryAgroforestry

（混農林業）（混農林業）

早生植林木

果物

野菜

イメージイラスト

２．持続可能な木質部材を調達する２．持続可能な木質部材を調達する

【【概念概念】】

アグロフォレストリーとは、ある土地に樹木または木本性植物と農作物、アグロフォレストリーとは、ある土地に樹木または木本性植物と農作物、

もしくは家畜をほぼ同時期に植裁したり放牧したりする。そして、樹木等もしくは家畜をほぼ同時期に植裁したり放牧したりする。そして、樹木等

の多年生植物の成長度合いに応じて、農作物を短期的あるいは永年的にの多年生植物の成長度合いに応じて、農作物を短期的あるいは永年的に

栽培、飼育し、植物資源を常に保有しつつ土地を有効に利用し、生産する栽培、飼育し、植物資源を常に保有しつつ土地を有効に利用し、生産する

システムである。システムである。

出典：『実践的アグロフォレストリーシステム』 （財）国際緑化センター

早生植林木
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出典：『実践的アグロフォレストリーシステム』 （財）国際緑化センター

アグロフォレストリー（混農林業）を行うことの利点アグロフォレストリー（混農林業）を行うことの利点

２．持続可能な木質部材を調達する２．持続可能な木質部材を調達する
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早生植林木

コーヒー

バナナ

イモ

イモ

ヤシ

２．持続可能な木質部材を調達する２．持続可能な木質部材を調達する

２）事例 ～早生植林木の調達～

早生植林木
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ココヤシ

アボガド

バナナ

２．持続可能な木質部材を調達する２．持続可能な木質部材を調達する

２）事例 ～早生植林木の調達～
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２．持続可能な木質部材を調達する２．持続可能な木質部材を調達する

２）事例 ～早生植林木の調達～
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①農家の庭や集落に隣接する山地に、果樹やイモ、コーヒーなどの
作物と混合栽培されている。

②地域住民にとって重要な収入源として定着している。

③至る所に早生植林木が植えられており、資材は潤沢にある。

【まとめ】
アグロフォレストリーという環境負荷の小さな方法で栽培されており、
また、地域社会の人々の収入源となって定着している。

⇒ 持続性があると判断

ジャワ島のアグロフォレストリージャワ島のアグロフォレストリー

２．持続可能な木質部材を調達する２．持続可能な木質部材を調達する
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３．これまでの取り組み・今後の取り組み３．これまでの取り組み・今後の取り組み

３．お客様への情報伝達・啓蒙

１．資材の安定調達

・これまで通り現地確認の姿勢現地確認の姿勢を継続し、環境・地域社会
面、供給量の面、品質の面、価格の面など多面的に捉え
て判断

２．さまざまな樹種を使いこなす技術の確立

・樹種によって異なる材質を技術でカバー（商社や合板
メーカーとの協力）

以上以上
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