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はじめに－調査の目的・調査概要－ 

 
地球規模で違法伐採等による森林破壊・減少が大きな環境問題になっている現状にお

いて、林業・木材産業の企業活動には合法性、持続可能性が強く求められている。 
 
このような状況において、米国においては、違法伐採対策として 2008 年にレイシー

法が改正されたところである。また、EU においては、違法伐採対策として 2010 年に「EU
木材規制（違法伐採によって取得された林産物を規制する規則）」が制定され、これによ

って 2013 年 3 月より EU 域内に違法木材を持ち込むことは違法となった。さらに、オ

ーストラリアにおいても「違法伐採禁止法」が 2012 年 11 月 28 日に議会において可決

され、2014 年から施行されることになっている。 
 
また、持続可能な森林経営を推進するために、FSC、PEFC あるいは SGEC などの森

林認証制度が普及しているが、認証するにあたっては、伐採国のナショナルリスクアセ

スメントを実施することが求められている。 
 
今後､日本の製紙会社が海外植林事業を展開するにあたって、生産される木材チップを

日本あるいは EU 諸国等の他国に輸出する際にも、デューディリジェンスの一部として

の植林実施国のナショナルリスクアセスメントに対応することが重要になってきている。 
 
このため、①EU 木材規制法や FSC、PEFC 等の森林認証を始めとする既存のナショ

ナルリスクアセスメント手法を収集・分析するとともに、②製紙産業の原料造成及び調

達の実態を踏まえ、海外植林を行う製紙企業がナショナルリスクアセスメントに対応す

るための手法の開発を実施する。 
 
平成 26 年度の調査は主に、違法伐採の現状、欧米規制、原産国の合法性証明制度、第

三者認証制度、民間のデューディリジェンスシステムについて、文献調査をベースに行

われた。必要に応じて日本の製紙企業を含む関係者へヒアリングを行った。調査期間は

2014 年 4 月から 2015 年 3 月にかけてとなっており、以下が調査チームである。 
 
大渕弘行（一般社団法人海外産業植林センター） 
籾井まり（ディープグリーンコンサルティング） 
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略語表 
 

APHIS Animal and Plant Health Inspection 
Service 

米国農務省 
国際動植物検疫課 

CoC Chain of Custody 分別管理 
CPET Central Point of Expertise on Timber 政府木材調達方針のための

第三者専門家機関 
CPI Corruption Perception Index 腐敗認識指数 
DD Due Diligence デューディリジェンス 

DDS Due Diligence System デューディリジェンス 
システム 

EFI European Forest Institute 欧州森林研究所 
EIA Environmental Investigation Agency イー・アイ・エー 
EC European Commission 欧州委員会 
EU European Union 欧州連合 

FAO Food and Agriculture Organization of 
the United Nations  

国際連合食糧農業機関 

FLA Forest Legality Alliance 森林合法性連合 
FLEGT Forest Law Enforcement, Governance 

and Trade 
森林法施行、ガバナンス、

貿易 
FSC Forest Stewardship Council  森林管理協議会 
ITTA Intertnational Tropical Timber 

Agreement 
熱帯木材の貿易に関する国

際協定 
ITTO International Tropical Timber 

Organization 
国際熱帯木材機関 

LAS Legality Assurance System 合法性確認制度 
MA Management Authority 管轄官庁 

OECD Organisation for Economic  
Co-operation anDDevelopment 

経済協力開発機構 

PEFC Programme for the Endorsement 
of Forest Certification Schemes 

PEFC 森林認証 
プログラム 

REDD+ Reducing Emissions from Deforestation 
and Forest Degradation in Developing 

Countries 
(Conservation of Forest Carbon Stocks, 

途上国の森林減少・劣化に

由来する排出の削減 
(森林炭素ストックの保全

及び持続可能な森林経営な
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VPA Voluntary Partnership Agreement 自主的二国間協定 
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第１章 違法伐採の現状 

 
1.1 違法伐採の規模 

近年の世界銀行の報告書中の「世界中で、2 秒毎に、サッカー場と同じ面積の森林が違法

に皆伐採されている」1という表現にある通り、違法伐採は非常に深刻な問題である。森林

は生物多様性の保全において重要な生態系であり、特に熱帯林には陸上の生物種の約半分、

あるいはそれ以上が存在するとも言われている。しかしその熱帯林は急速に消失しており、

600 万平方マイルあった熱帯雨林は現在 240 万平方マイルになっているとも言われる2。さ

らに地球温暖化は生物多様性の損失と並んで人類にとって最大の危機であるが、人間活動

が原因で空気中に排出される地球温暖化ガスの 12－20％は、森林破壊が原因だとされてい

る3。 
  
森林破壊の及ぼす影響は、生物多様性の損失、二酸化炭素の排出、地滑りや洪水といっ

た環境上のものにとどまらない。近年国連レベルで注目の集まっている人権全般4や先住民

族の権利5を含め、森林に生活を依存する人々の権利の侵害や労働問題といった社会上の影

響も計り知れない。さらに、違法伐採は、犯罪組織の関与、汚職や賄賂、麻薬やその他の

禁制品との関連性も指摘されており、推定 100-150 億ドルにものぼる、非常に大規模なビ

ジネスでもある6。 
  
違法伐採の規模については、近年数多くの報告書が出されているが7、例えば、国連食糧

農業機関（FAO）のデータに基づく森林が最も豊富な国 10 か国中 5 か国において8、今世

                                                  
1 World Bank (2012), Justice for Forests: Improving Criminal Justice Efforts to Combat 
Illegal Logging, vii 
2 The Nature Conservancy ウェブサイト: 
http://www.nature.org/ourinitiatives/urgentissues/rainforests/rainforests-facts.xml 
3 Lawson, S. and MacFaul, L. (2010), Illegal Logging and Related Trade: Indicators of 
the Global Response. London: Chatham House, p. 1  
4 例えば、2011 年に採択された「国連の『保護、尊重、補償』枠組みの実施に係る企業と

人権に関する原則」（通称「ラギー原則」）は、それに続く ISO26000 など様々な国際ツ

ールに影響を与えている。 
5 代表例は、2007 年に採択された「先住民族の権利に関する国際連合宣言」。 
6 Nellemann, C. (2012), Green Carbon, Black Trade: Illegal Logging, Tax Fraud and 
Laundering in the World’s Tropical Forests. INTERPOL Environmental Crime 
Programme (eds), p. 6 (http://www.unep.org/pdf/RRAlogging_english_scr.pdf) 
7 例えば、英国王立国際問題研究所（通称チャタムハウス）では 2008 年から世界の違法伐

採と違法木材の取引をモニタリングし報告している。

（http://www.chathamhouse.org/about/structure/eer-department/forest-governance-proj
ect） 
8 世界の森林の状況については、FAO が出している『世界森林資源評価』という報告書が
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紀の初めに伐採された木の少なくとも半分は違法に伐採されたという推定がある9。さらに、

2004 年には世界市場で取引された熱帯材、用材、合板の半分が違法なものに由来するとい

う10。違法伐採は 2000 年以降より減速しているともされたが、違法な農地への転換に由来

するものを含めると増えているとする報告書も出ている11。また、違法木材が合法木材の市

場に与える影響についても、違法材が世界の木材価格を最大で 16％も抑制しているという

指摘が存在している12。 
  
1.2 違法伐採の定義 

  違法伐採には国際的に定められた定義がなく、狭義には原産国政府の発行する伐採許可

証を伴わない、あるいはそれに違反した伐採と解釈されているが、より広範囲には、伐採、

輸送、加工、国際貿易を含む取引、さらには丸太や加工品への課税やその他の費用の不払

いまでが対象とされる13。多くの報告書で採用されている定義は、後者の解釈に近いものが

多く、欧米やオーストラリアで実施されている違法木材規制法についても同様である。 
 
1.3 違法リスクのある土地転換由来の木材 

さらに近年は、農地への転換における違法リスクの高いプロセスに由来する違法木材が、

より注目を集めるようになってきている。最近の報告によれば 2000 年から 2012 年の間、

森林転換の少なくとも 75％が「違法」であったとされている14。大きく影響を受けている

国としてブラジル、インドネシアが挙げられているが、世界各地で起こっているこうした

転換のほとんどは、アブラヤシを含む農地や植林地への転換であり、熱帯地域における紙

パルプ用の植林も要因の一つとして注目されている。今後、土地の転換に関して「違法」

な可能性のあるプロセスに由来する木材の合法性に関する議論は高まることが予想される。 
 
1.4 紙セクター 

特に植林と製紙業に関連した情報としては、全般に、2000 年以降は紙セクターの違法性

は高まっているという推定がある15。ただし、2013 年には、ベトナムが圧倒的に多く違法

                                                                                                                                                  
広く引用される。 (http://www.fao.org/forestry/fra/fra2010/en/) 
9 Lawson, S. and McFaul, L. (2010), p. 10 
10 Ibid. 
11 Lawson, S., et. al. (2014), Consumer Goods anDDeforestation: An Analysis of the 
Extent and Nature of Illegality in Forest Conversion for Agriculture and Timber 
Plantations. Forest Trends. (http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4718.pdf) 
12 Seneca Creek Associates and Wood Resources International (2004), ‘Illegal’ Logging 
and Global Wood Markets: The Competitive Impacts on the U.S. Wood Products 
Industry. American Forest & Paper Association. 
13 World Bank (2012), p. 9 
14 Lawson, et. al. (2014) 
15 Hoare, A. (2015), Tracking Illegal Logging and the Related Trade: What Progress Has 
Been Made and Where Do the Remaining Challenges Lie? London, Chatham House.
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リスクの高い紙製品を輸入しており、韓国とインドがそれに続いている。これらの国では

紙製品の輸入が増加している。中国の紙製品輸入は近年やや減少している。 
 
植林由来の紙製品においてその他特筆すべき点としては、世界的に見て紙製品が違法性

リスクの高い輸入品に占める割合を増やしていることである16。この背景にあるのは、森林

の植林地への違法な転換の問題である。この点については後述する。 
  

                                                                                                                                                  
（2015 年 6 月発表予定） 
16 Ibid. 

7



 

第 2 章 違法伐採問題への国際的取組み 

 
木材のサプライチェーン管理に関しては，1990 年代初めから欧米の先進的な民間企業の

間でも自主努力によりある程度のトレーサビリティーが確保されてきた。それに続く形で

先進国政府が次々と公共調達規制を導入しており，2000 年代の半ばには公共調達において

合法材を指定することは日本を含む先進国間のスタンダードとなっている。その後、2008
年に米国が違法木材を市場から排除する規制を導入するまで、民間調達に関しては引き続

き自主規制であったが，米国に続き，2010 年には EU が、さらに 2013 年にはオーストラ

リアが民間の規制法を続々と導入している。以下、違法木材規制の背景を簡単に紹介する。  
  

2.1 原産国における取組の難しさ  

原産国における森林法の取締まりの脆弱さは広く指摘されており、森林資源の豊富な国 4
カ国(ブラジル、メキシコ、インドネシア、フィリピン)を対象とした調査では、違法伐採が

犯罪として取り締まられる割合は 0.1％にも満たないと推定されている(0.082％)17。  
  
多くの原産国では森林管理に関連する法律は比較的整備されていても、実際の実施や法

の取締りに問題があることは、1990 年代から指摘されてきた。いわゆる、違法伐採問題は

汚職やガバナンスの問題であるとする考え方である。この考えに基づき、消費側である先

進国間で違法伐採問題についてより一層の対策を進める必要があるという認識が広まって

いった。 
 
2.2 先進国による取組み 

 
2.2.1 国際レベルでの取組み 

 具体的な先進国による違法伐採対策の取組としては、1998 年のバーミンガムサミットで

の「G8 森林行動プログラム」(持続可能な森林管理のために G8 諸国18が取り組むべき課題

をとりまとめた行動計画で、違法伐採問題は特定された 5 分野のうちの一つ)19、2005 年の

グレンイーグルスサミットの G8 環境・開発大臣会合で合意された「政府調達や貿易規制、

木材生産国支援などの具体的行動への取組」などが挙げられる。 
 
 
 

                                                  
17 World Bank (2012) p. 5 
18 アメリカ、カナダ、イギリス、イタリア、ドイツ、フランス、日本、ロシアの 8 か国。 
19 林野庁ウェブサイト: http://www.rinya.maff.go.jp/puresu/h14-6gatu/g8pro.htm 
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表１：先進国による主な動き 
1998 バーミンガムサミットで「G8 森林行動プログラム」が承認される 
2000 九州沖縄サミットの「G8 コミュニケ」において、違法伐採問題が国際

的に取り組むべき問題として認識される 
2001 「森林法の施行に関する東アジア閣僚会合（FLEG）」において、この問

題に取り組むという閣僚宣言が採択される20 
2002 持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD)において違法伐採への国

際的取り組みの必要性を強調した実施計画が採択される。アジア森林パ

ートナーシップが発足する。 
2002 英国・インドネシアの覚書、ノルウェー・インドネシアの覚書、中国・

インドネシアの覚書 
2003 日本・インドネシアの共同宣言 
2005 グレンイーグルスサミットで「グレンイーグルス行動計画」に、「森林違

法伐採対策に関する G8 閣僚声明」(同年 3 月に合意)が盛り込まれる 
 
2.2.2 公共調達 

G8 の場での違法伐採問題の国際的な認識に伴い、イギリス、オランダ、デンマークなど、

ヨーロッパの政府で公共調達方針を作成するところが出てきた(米国は州による)。日本でも

この動きに伴い、2006 年にグリーン購入法のもとの基本方針が改訂され、政府調達におい

ては林野庁が発行したガイドラインに基づく木材製品の合法性証明が法的義務となった。 
 
2.3 森林管理問題に携わる国際機関 

森林管理や違法伐採の問題に携わる国際機関としては、前述の FAO の他、熱帯林の持続

可能な経営を促進し合法木材の取引の発展に寄与するための機関である国際熱帯木材機関

（ITTO）21や、世界銀行22、インターポール（国際刑事警察機構）23などがある。これらの

機関は、犯罪の取締りという観点に特化しているインターポールを除けば、「REDD プラ

ス：途上国の森林減少・劣化に由来する排出の削減（Reducing Emissions from 
Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries: REDD+）」24なども含め

                                                  
20 この会合においては各国政府の代表に加え、世界銀行、ITTO、FAO など森林管理問題

に関連する国際機関や NGO が参加し、違法伐採問題が広く議論された。 
21 公式ウェブサイト：http://www.itto.int/ 
22 森林に関する数多くの研究報告書を出しており、貧困削減、経済発展、生態系サービス

保全、法取締とガバナンスといった全体的な観点から森林問題に関わっている。公式ウェ

ブサイト中の関連ページ：http://www.worldbank.org/en/topic/forests 
23 Project Leaf (Law Enforcement Assistance for Forests)というプログラムのもと、環境

犯罪としての違法伐採問題の取締り強化に取り組んでいる。公式ウェブサイト中の関連ペ

ージ：http://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Projects/Project-Leaf  
24 森林伐採よりも森林保全から経済的利益を生むようにする国際的な取り組みで、森林保
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た森林管理への全体的なアプローチを取っており、違法伐採問題はその中の一要素として

捉えられることも多い。また、森林管理に関する国際条約はなく、唯一正式なツールとし

ては、国際熱帯木材協定（International Tropical Timber Agreement: ITTA）25がある。こ

の協定は、開発途上国の貿易上重要な 18 品目の貿易上の安定を図ることで持続可能な熱帯

林管理を目指したものであり、木材の合法性の定義に関して正式な国際合意は存在してい

ない。 
 
2.4 違法伐採の定義 

 
2.4.1 国際的背景 

前述のように森林管理の国際条約が存在しないことから、違法伐採の定義は多種多様で

ある。ただし、「持続可能な森林管理」に関しては緩やかな国際合意は存在している。1992
年のリオ・サミットでは、気候変動条約、生物多様性条約とともに採択を期待された森林

に関する条約は途上国の反対で採択に至らなかった。ただその際、法的拘束力はないもの

の、「森林原則声明」26が採択され、これは現在の持続可能な森林管理に関する概念の基盤

となっている。さらに、同時に採択されたアジェンダ 21 の第 11 章「森林減少対策」には、

全ての森林の多様な役割と機能の維持や、持続可能な森林経営・保全の強化などが掲げら

れ、1992 年以降は持続可能な森林管理は国際的課題となっている。 
 
2.4.2 多様な定義 

違法伐採の定義については、以下、世界銀行の報告書にある記述を紹介する27：違法伐採

は、一方では、義務となっている政府の許可証のない伐採や、許可証に違反した伐採に関

する「比較的狭い範囲の行為」を表すのに使われる。また他方では、伐採、輸送、加工、

貿易やその他取引や、丸太や加工品に課される税や各種料金の不払いに関するに法規制へ

の違反を含んでおり、こちらでは「より広範囲に」違法伐採という言葉が使われている。 
 
2.4.3 実際の違反の分類 

前述の報告書では、実際の違反については、以下の 3 つのカテゴリーに分けられるとし

                                                                                                                                                  
有国の地域コミュニティを支援し気候変動だけでなく生物多様性の問題の解決にも寄与す

ることを目指している。日本語の資料は森林総合研究所の公式ウェブサイト中の以下のペ

ージ参照：http://www.ffpri.affrc.go.jp/reDD-rdc/ja/reDD/basics.html 
25 1985 年に最初に発効し、現在のものは 1994 年に改訂したもの。 
26 正式名称は、「全ての種類の森林の経営、保全及び持続可能な開発に関する世界的合意の

ための法的拘束力のない権威ある原則声明」。（“Non-Legally Binding Authoritative 
Statement of Principles For a Global Consensus on the Management, Conservation and 
Sustainable Development of All Types of Forests”） 
(http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-3annex3.htm) 
27 World Bank (2012), pp. 9-11  
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ている: (1)違法な製品、(2)違法な場所、(3)違法な行為、である： 
（1）伐採を禁止されている樹種や規定される大きさに満たない木に由来する、または製

品の価格に関連する規制（丸太の輸出禁止など）に違反する製品。 
(2) 代表的には国立公園などの伐採禁止区域、または適切な伐採許可証の対象外の区域、

伐採区域内でも伐採を禁止されている場所(急斜面や河川沿)。 
(3)代表的には伐採権の保有者の行為を対象とした法規制に準拠していない行為を指す

(森林管理計画の不提出、社会・環境影響評価を行っていない、伐採後の植林を行っていな

い、など)。また許可証のない丸太の輸送もこれに含まれる場合もある。 
 
後述する、地域コミュニティなど第三者の土地の権利など、伐採による社会的影響に関

わる違反は、（3）に分類されると考えられる。 
 

2.5 デューディリジェンス (ＤＤ) 

現在、米国、ＥＵ、オーストラリアにおいては違法木材の輸入を禁止する法律が施行さ

れている。これらの詳細は以下で紹介しているが、この 3 つの法律に共通しているのは「デ

ューディリジェンス」（ＥＵ、オーストラリア）または「デューケア」（米国）と呼ばれる

プロセスを基礎に置いていることである。どちらも「相当の注意」などと一般的に訳され

る類似の概念である。以下、デューディリジェンス（以下 DD）について簡単に紹介する28。 
 
2.5.1 法律上の概念としてのＤＤ 

例えば EU 木材規制のもと、DD は情報へのアクセス、リスクアセスメント、リスク緩和

の三つのプロセスを指しており、監査と同じ意味合いを持つが、法律辞典では、「法的な要

求事項を満たす又は法的な義務を免れることを求める人が払うことが合理的に期待される

注意、又はそのような人が通常払う注意」と定義されている29。もともと、DD という概念

は英米のネグリジェンス（過失）責任における基準を表したものである。ネグリジェンス

責任は、注意を払う義務を有しながらその不履行によって他人に損害を与えた場合には、

その損害を賠償する責任があるとする考えであり、DD はその注意の基準となる。 
 
国際環境法の分野では、DD は越境汚染における加害国側の政府の責任を問う場合に問題

とされてきており、伝統的には加害国政府が自国の私企業による汚染を防止するために一

定の措置を取る義務があるとされた。ただ、この場合、環境損害を出すこと自体が禁じら

れているわけではなく、あくまで「相当の注意」を払って措置を講じる義務がある、とい

                                                  
28 詳しくは、以下参照：宮崎正浩「企業のサプライチェーンにおけるデューディリジェン

スの意義と課題：米国紛争鉱物規制を事例として」環境経営学会誌（2015 年 5 月掲載予定） 
29 Garner, A. B. (ed.) (2014) Black’s Law Dictionary (Standard Edition), 10th ed. 
Thomson West. 
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うことである30。しかし、DD の短所として指摘されるのは、何をもって「相当の」注意と

するのかが曖昧であり、国際条約など具体的取決めや、科学的データなど定量的な基準が

伴わなければ、意味が薄いということである31。 
 
2.5.2 ビジネス上の概念としてのＤＤ 

さらに、DD はビジネス分野でも古くから使用されてきた概念であり、米国証券取引法や

M&A などにおける判断基準とされている32。証券取引においては証券の発行に必要な登録

届出書に重要な事実が開示されていない場合、証券発行者には損害賠償の義務があり、引

受人には事実確認に関する DD の抗弁が与えられるという仕組みである。この場合、DD は

義務ではない。M&A の場合には、買主による買収対象の企業に対する調査、検討、評価を

行う手続きを指しており、この場合も義務として規定されているわけではない。この他代

表的なものとして、「環境汚染に対する措置、補償および責任に関する 1980 年総合法」（ス

ーパーファンド法）の 2002 年の改定による土地所有者が土地の浄化に責任を負わないため

の事前の調査としての DD が挙げられる。 
 
2.5.3 サプライチェーン管理とＤＤ 

さらに、近年の兆候としてサプライチェーンにおける CSR（企業の社会的責任）が世界

的に重要視されるようになってきている33。特に注目すべき流れとして、2000 年の国連グ

ローバルコンパクトの設立、2008 年の国連ラギーレポート「人権の保護、尊重、救済のフ

レームワーク」、OECD 多国籍企業行動指針（2011 年改正）、2010 年の ISO26000「組織の

社会的責任に関する指針」（2010 年）が挙げられる。これらは人権などの社会項目や炭素削

減や生物多様性などの環境項目、あるいはその両方を対象とした DD を企業やその他の組

織に求めている。 
 
特に国連ラギーレポートから派生したラギー原則は、企業のサービスや製品がもたらす

人権侵害の防止・解決を企業の責任として定め（原則 13）、そのための DD 手続きを定める

よう規定している（原則 15(b)）。さらに人権 DD のプロセスを具体的に特定もしている（原

則 17－21）34。このラギー原則は、現在日本でも多くの企業が参考にしている、前述の

                                                  
30 松井芳郎（2010）『国際環境法の基本原則』東信堂、p. 67 
31 Birnie P. W. & Boyle A. E. (2002) International Law and the Environment 2nd edition, 
Oxford University Press. 邦訳：バーニー・ボイル著、池島大策・富岡仁・吉田脩訳（2007）
『国際環境法』慶應義塾大学出版会、p. 136 
32 宮崎（2015）参照。 
33 籾井まり（2013）「世界の違法伐採対策とサプライチェーン管理の潮流：社会的要素の重

要性」『海外の森林と林業』No. 86 
(http://www.jifpro.or.jp/cgi-bin/ntr/documents/NET8615.pdf) 
34「人権への負の影響を特定し、防止し、軽減し、そしてどのように対処するかということ
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ISO26000 の基盤となっている。 
 
また ISO26000 の基本的な考え方の一つでもある、サプライチェーンを通じた加工国、

原産国の環境や社会への先進国企業による影響は、ますます注目されるようになってきて

いる。その一つの例が違法木材禁止政策であるが、その他にも例えば米国では 2010 年の「ウ

ォール街改革および消費者保護に関する法律」（ドッド・フランク法）によって、コンゴ民

主共和国及び周辺国から来る鉱物を使用する企業には米証券取引委員会に報告が義務付け

られている35。この規制の目的は、コンゴ民主共和国の武装集団にとって資金源となりうる

「紛争鉱物」のサプライチェーンからの排除であり、企業には紛争鉱物の起源と加工・流

通過程の確定のため、「国内的または国際的に認められた」DD が義務付けられている36。

国際的ツールとしては、OECD の発行した「紛争地域および高リスク地域からの鉱物の責

任あるサプライチェーンのためのデューディリジェンス・ガイダンス」などがある37。 
 
2.5.4 ＤＤの要素としてのリスクアセスメント 

木材のサプライチェーン管理における DD プロセスは、詳しくは後述するが（1）「情報

へのアクセス」確保、（2）リスクアセスメント、（3）リスク緩和措置（リスクミティゲー

ション）の 3 つのプロセスすべてを含む。（１）では、樹種、原産国、伐採地、サプライヤ

ーなど、基本情報にアクセスできるようにしておくことが求められ、（２）では、それぞれ

の情報を合法性の基準に照らし違法性のリスクを評価する。このリスクアセスメントの基

準となるのが欧米の場合ではレイシー法を始めとする違法伐採規制であるが、実際にはこ

                                                                                                                                                  
に責任をもつために、企業は人権デューディリジェンスを実行すべきである。そのプロセ

スは、実際のまたは潜在的な人権への影響を考量評価すること、その結論を取り入れ実行

すること、それに対する反応を追跡検証すること、及びどのようにこの影響に対処するか

について知らせることを含むべきである。人権デューディリジェンスは、(a) 企業がその企

業活動を通じて引き起こしあるいは助長し、またはその取引関係によって企業の事業、商

品またはサービスに直接関係する人権への負の影響を対象とすべきである；(b) 企業の規模、

人権の負の影響についてのリスク、及び事業の性質並びに状況によってその複雑さも異な

る；(c) 企業の事業や事業の状況の進展に伴い、人権リスクが時とともに変りうることを認

識したうえで、継続的に行われるべきである。」ビジネスと人権に関する指導原則、原則 17
（財団法人アジア・太平洋人権情報センター（ヒューライツ大阪）・特定非営利活動

法人サステナビリティ日本フォーラム訳）

（http://www.hurights.or.jp/japan/aside/ruggie-framework/）  
35 これに関する米証券取引委員会の最終規則の経済産業省による仮訳は、以下のリンクを

参照：http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade/funsou/pdf/funsou_05.pdf 
ただし、情報開示規則の一部は裁判により無効とされた。鈴木裕「米裁判所、紛争鉱物開

示規則の一部無効判決：紛争鉱物使用の明示を義務付ける開示規則は憲法違反」（大和総研

レポート、2014 年 5 月）

（http://www.dir.co.jp/research/report/capital-mkt/20140521_008544.pdf） 
36 経済産業省仮訳 p. 70 
37 日本語仮訳は以下の経済産業省のリンク参照：

http://www.meti.go.jp/policy/trade_policy/oecDData/supply_chain.pdf 
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れらの規制で特定される、それぞれの原産国における「適用法」と呼ばれる各規制への準

拠を確かめることになる。この時点でリスクアセスメントの結果が「無視できる」程度で

あると判断できない場合には、さらに必要な情報を収集し、リスクを「無視できる」程度

にまで持って行く（３）のリスク緩和措置を取る。実際にはリスク緩和措置の作業は、文

書や情報の収集であり、サプライヤーとの協働作業、現地視察など、様々な手段が含まれ

る。  
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第 3 章 欧米政府の規制 

 
 近年、米国、EU、オーストラリアで次々と違法木材を市場から排除するための規制が導

入され、新たな消費国スタンダードの出現であるとも言われている。これらの法律は特に

実施や取締りという点で多少の違いはあるものの、意図や仕組みは類似している。3 つの規

制のうち、レイシー法は輸入申告と取締りに重点を置いており、EU 木材規制とそれを参考

にしたオーストラリアの規制は、DD を規制の基盤としている。よってこの章では EU の規

制を主に紹介し、同時に米国、オーストラリアの規制も簡単に紹介しておく。 
 
3.1 ＥＵ木材規制 

 
3.1.1  ＥＵの違法伐採問題への取組 

 
3.1.1.1  FLEGT 行動計画 

欧州連合（EU）（加盟国 28 か国38)における木材のサプライチェーン管理の全体像である

が、EU レベルでは後述の FLEGT 行動計画（「森林法施行、ガバナンス、貿易に関する EU
行動計画（EU  Forest Law Enforcement, Governance and Trade: EU FLEGT）」）が策定

される 2003 年までは、主に各国政府の公共調達と、民間における自主的なサプライチェー

ン管理を通して行われてきた。中でも、オランダ（1997 年）、英国（2000 年）、デンマーク

（2001 年）はいち早く公共調達方針を導入した国である。 
 
FLEGT 行動計画は、違法伐採問題の根底にあるとされる途上国における法整備の欠如、

ガバナンスや汚職、取締、その他のキャパシティ不足、貧困や土地の権利など、広範囲の

社会的・経済的問題を視野に入れたものである39。よって、EU の違法伐採問題へのアプロ

ーチは、G8 での先進国のコミットメントをそのまま反映したものであると言える。FLEGT
行動計画は、具体的には、この計画のもと、ステークホルダー参加を通した EU にとって

信頼できる合法性証明システムの構築や、取締機関のキャパシティ向上を実現させること

で、原産国を支援するという仕組みである。 
 

                                                  
38 ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、ドイツ、エストニア、アイルランド、ギ

リシャ、スペイン、フランス、クロアチア、イタリア、キプロス、ラトビア、リトアニア、

ルクセンブルク、ハンガリー、マルタ、オランダ、オーストリア、ポーランド、ポルトガ

ル、ルーマニア、スロベニア、スロバキア、フィンランド、スウェーデン、英国 
39 現在、実施状況の見直しが行われている。

http://www.efi.int/portal/about_efi/calls_for_tender/tenders_2014/contract_notice_f-201
4-8.2-24/ 
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3.1.1.2 自主的二国間協定（VPA） 
FLEGT行動計画の基盤となっているのがVPA (Voluntary Partnership Agreement)と呼

ばれる自主的な二国間協定である。EU との間に VPA を締結する原産国は、ライセンス制

度のもと、輸出木材の合法性を証明し、その木材をライセンス材として EU に輸出するこ

とができる。このライセンス制度は、第三者による独立モニタリングを含む、信頼できる

「合法性確認制度(Legality Assurance System: LAS)」に基づいていなければならない。 
 
ライセンス材の輸出相手は EU に限定されないが、原産国にとっては EU への輸出では

EU 木材規制のもと合法材として DD なしに輸入が許可されるという利点がある。市場への

アクセスという点において、これは有利に働くため、原産国にとってはインセンティブと

なるだろうと考えられた。 
 
VPA は現在、署名に至っている国が 6 か国あるものの40、ライセンス材はまだどの国か

らも市場に出て来ていない。さらに、交渉中が 9 か国あり、マレーシアのように交渉から

何年も経過している国もある。ライセンス材を出すまでのプロセス自体の複雑さに加え、

国内政情などの別の理由での遅れ、または EU との合意に向けての国内コンセンサスを得

ることが難しいなど、理由は様々である41。ライセンス材が出てくれば、EU 側は VPA を

結んだ生産国からの木材が輸入される際には、EU では水際での政府による違法材のスクリ

ーニングができることになる。 
 

表 2：VPA 交渉の進捗状況 
国名 VPA 交渉進捗状況 

コンゴ共和国 2010 年 5 月署名 
ガーナ 2009 年 11 月署名 
カメルーン 2010 年 10 月署名 
中央アフリカ 2011 年 11 月署名 
リベリア 2011 年 7 月署名 
インドネシア 2013 年 9 月署名 
コートジボワール 2013 年 2 月より交渉中 
コンゴ DRC 2010 年 10 月より交渉中 
ガボン 2010 年 9 月より交渉中 
ガイアナ 2012 年 12 月より交渉中 
ホンジュラス 2013 年 1 月より交渉中 

                                                  
40 European Forest Institute ウェブサイト (http://www.euflegt.efi.int/progress-in-vpa) 
41 最新情報は、以下の資料にある：FERN, “Forest Watch FLEGT Update November” 2014 
(http://www.fern.org/sites/fern.org/files/2014%2011%20FW%20update.pdf) 
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ラオス 2012 年 4 月より交渉中 
マレーシア 2007 年 1 月より交渉中 
タイ 2013 年 9 月より交渉中 
ベトナム 2010 年 11 月より交渉中 

 EFI ウェブサイトより42 
 

別枠１：合法性確認制度 Legality Assurance System: LAS43 
 
LAS には、下記の 5 つの要素が含まれる 
 
1．合法木材の定義44 
 相手国のどの法律に準拠していなければならないかの規定（適用法規定）と準拠確認の

ための基準と指標の確立。定義はマルチステークホルダー・コンサルテーションを経て決

められる。 
 
2．サプライチェーンの管理システム45 
 収穫から輸出までの流通チェーンを通して木材を追跡できる制度（伐採権を含む権利、

生産加工、合法木材の量、合法木材と混入する木材、輸入材など） 
 
３．合法性とサプライチェーン管理の証明46 
合法性定義、サプライチェーン管理、そしてこの二つが守られていることを証明する手

段（この情報をライセンス許可局と監督団体に提出する） 
 
4. ライセンス発行 
（誰がどのように発行したかの詳細を記す） 
 
5. 第三者による独立モニタリング 
（LAS のすべての条件が整っていることの確認） 
前述の通り、EU 木材規制はこの VPA を基盤とする FLEGT 行動計画に法的基盤を与え

                                                  
42 European Forest Institute HP (http://www.euflegt.efi.int/progress-in-vpa) 
43 以下参照：EC “FLEGT Briefing Note No. 3: Forest Law Enforcement, Governance and 
Trade - A timber legality assurance system” 
(http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/B2_Flegt_Br3_2007_en.pdf) 
44 file:///C:/Users/Mari/Downloads/B2_Flegt_BR2_2007final_en.pdf 
45 EC “FLEGT Briefing Note No. 4: Forest Law Enforcement, Governance and Trade - 
Control of the supply chain: Wood tracing systems and chain of custody” 
46 EC “FLEGT Briefing Note No. 5: Forest Law Enforcement, Governance and Trade - 
Legality assurance systems: Requirements for verification” 
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るものであるため、以下の VPA の詳細を記した EU の文書には、具体的に EU がどのよう

な合法性を想定しているかが示されている47。以下、EU 木材規制について紹介する。 
 

3.1.2 ＥＵ木材規制 

 
3.1.2.1 背景 

「EU 木材規制」（Regulation (EU) No 995/2010）は、2010 年 12 月に発効後、2013 年

3 月以降、28 か国の加盟国すべてにおいて適用されている。これは前述の通り、FLEGT の

もとの VPA プロセスに法的根拠を与えるために導入された法律である48。EU 木材規制は

EU 加盟国 28 か国すべてに適用されることから、米国で成立している改訂レイシー法と併

せて、木材のサプライチェーンや市場に一定の影響を与えていると言われている49。 
 
同法は、貿易に携わる者に木材の合法性を確かめるための「デューディリジェンス」義

務を課すことから、「デューディリジェンス法案」という名で 2008 年に欧州委員会により

提案された。その後、欧州議会の審議を経て 2010 年 10 月に欧州理事会を通過している。

欧州議会の 2 度目の審議で通過したのは折衷案と呼ばれており、NGO の中には批判の声も

存在したが、法案の内容は基本的に大手民間企業の既存の取組を反映したものと言われて

いる。以下、法律の概要を見ていく。 
 
3.1.2.2 概要 

EU 木材規制の大まかな仕組としては、（1）まずは違法木材を EU 市場に導入することを

禁止すること、（2）違法材が EU 市場に入らないよう輸入者には DD を義務付けているこ

と、さらに（3）事業者全体にサプライチェーン管理のためにトレーサビリティー確保を義

務付けていること、の 3 つが挙げられる。 
 

EU 木材規制の基盤はやはり DD であり、違法木材の輸入者には加盟国政府の決めた各罰

則が課されることになっているが、DD の実施の有無が罰則の程度を決定する鍵となってい

る。このため EU は後述のように DD に関するガイダンスを出している。ただし実際の DD
の実施に関しては、輸入業者による DD 制度は、EU に登録をした独立した監督団体により

監視されることになっているが、これらの団体は DD のためのツールも用意している。加

盟国政府は DD がきちんと行われているかどうかを検査する権限を持っており、押収、没

収の他、懲役や罰金などの罰則を個々に設けることになっている。 
 

                                                  
47 EU FAO FLEGT Programme (http://www.fao.org/forestry/eu-flegt/78077/en/) 
48 “REGULATION (EU) No 995/2010 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF 
THE COUNCIL”.  Official Journal of the European Union, L295/23 
49 Hoare, A. (2015) 
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EU 木材規制の全文は、付属書にあるが、以下は法律の条文を要約したものである。 
 
第１条 主題 

EU 法が規定する義務は以下の二つ：（１）事業者が EU 市場に木材製品を導入

する際の義務；(２) 木材を取引する際の事業者の義務 
第２条 定義 

(a)’timber and timber products’ （木材及び木材製品）：付属書に書かれている木

材及び木材製品。例外はある（後述）。 
(b) ‘placing on the market’ （市場に出荷する）：販売方法に関わらず、木材・木

材製品が初めて EU 市場に供給されたことを指す。支払いの有無にも関わらな

い。 
(c) ‘operator’（オペレーター）：市場に木材・木材製品を出荷する者 
(d) ‘trader’ （トレーダー）：商業活動において、すでに市場に出荷された木材・木

材製品を EU 市場内で、販売、または購買する者 
(e) ‘country of harvest’（原産国）：木材または、木材を含む木材製品が伐採された

国や地域  
(f) ‘legally harvested’（合法伐採された）：原産国の適用法に従って伐採されたも

の 
(g) ‘illegally harvested’（違法伐採された）：原産国の法律に違反して伐採されたも

の 
(h) ‘applicable legislation’（適用法）：合法性・違法性の根拠となる様々な法律で

あり、以下を含む： 
 合法的な境界内で木材を伐採する権利 
 伐採権や税金など木材に関する支払 
 環境・森林に関する法律 
 保有権や使用権などに関する第三者の法的権利 
 貿易や税関 
 

第３条 FLEGT 及びワシントン条約50の対象となっている木材製品 
どちらも合法材とみなされ、DD は必要ない。ワシントン条約に記載されてい

る種で、必要な許可証があるものは EU 木材規制では「合法材」となることに

                                                  
50 絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約。1973 年に成立、1975 年に

発効した、商業取引により絶滅の危機に脅かされる野生動植物の種の保全を目的とした条

約で、現在 180 か国が加盟している。危機のレベルに合わせて付属書に種を記載し、商業

取引の禁止（付属書Ｉ）、輸出入規制（付属書 II、III）という措置により種の保全に貢献す

る仕組みとなっている。樹種の記載は現在少数であるものの、今後増えていくと考えられ

ている。 
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なっているが、条約のもとの「合法性」との整合性に懸念が存在しているため、

現在同条約と EU との間で調整が行われている51。 
 

第４条 事業者の義務 
EU 市場に違法材を導入することの禁止と、EU 市場に木材を導入する際のデュ

ーディリジェンスの義務 
 

第５条 トレーサビリティーの義務 
木材製品を納品した業者と、適用する場合は納品した業者を特定することがで

きるようにする義務（前者に関しては 5 年間記録を保管） 
 

第６条 デューディリジェンス制度 
後述（別枠参照） 
 

第７条 管轄官庁 
 各加盟国は一つ以上の管轄官庁(MA: Management Authority)を指定すること

になっている。 
 
第８条 監督団体 
 第 6 条に規定されるデューディリジェンス制度の実施のモニタリングは、各加

盟国で登録を許可された独立機関が行うことになっている。 
 
第９条 モニタリング監督団体 

 
第１０条 事業者の検査 

加盟国の管轄官庁は、事業者が第 4 条と 6 条に規定される義務に準拠している

かどうかを確認するために検査を行うことになっている。この検査は、リスク

の度合いに基づいて行われる。検査の結果、問題が見つかった場合、管轄官庁

は製品の押収や販売禁止を命ずることができる。 
 

第１１条 検査の記録 

                                                  
51 例えば、「ほとんどの木材生産国の森林規制では各伐採地毎に伐採管理計画の作成と承認

が義務付けられているのに対し、ワシントン条約の規制にそれが反映されていない。」など

の問題が指摘されている。Saunders, J. and Reeve, R. (2014), The EU Timber Regulation 
and CITES. Chatham House and CIFOR 
(http://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/home/chatham/public_html/sit
es/default/files/20140424EUTimberRegulationCITESSaundersReeve.pdf)  
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第１２条 協力（第三者国の管轄官庁や欧州委員会との協力） 

 
第１３条 技術支援、ガイダンスと情報交換 

特に中小規模の事業者を支援するために、加盟国は技術支援やガイダンスとと

もに、違法伐採に関する関連情報を提供する。 
 

第１４条 付属書の改訂 
 

第１５条 委任規則 
 
第１６条 委任規則の廃止 

 
第１７条 委任規則への反対 

 
第１８条 委員会（FLEGT 委員会が欧州委員会を補佐する） 

 
第１９条 罰則 

各加盟国で、製品の金銭的価値だけでなく環境上の損害も考慮に入れた罰則を

設けるように規定している。また、製品の押収、即刻の取引禁止についても必

要措置とするように規定している。 
 

第２０条 報告 
加盟国は 2 年ごとに欧州委員会に報告書を提出する。欧州委員会は欧州議会に

2 年ごとに報告書を提出し、EU 法の効果について 6 年ごとに見直しをする。

特に中小規模の事業者の事務処理への影響について考慮する。 
 

第２１条 発効と適用 
 
対象製品の範囲は、無垢材、フロア材、合板、パルプ、など広範囲にわたっており、紙

も含まれている。ただし、紙の場合、新聞や雑誌などの印刷物は対象外とされている。そ

の他の例外としては再生材、ラタン、竹などがある。 
 
3.1.3 デューディリジェンス(ＤＤ) 

 
DD は、違法木材の禁止と並ぶ EU 木材規制の最も重要な要素と言える。DD は、すでに
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述べたように監査と考えるとわかりやすいが、ＥＵ域内に導入しようとしている木材が、

「適用法」（第 2 条(h)）と呼ばれる原産国などの関連法に照らし合わせて違法であるリスク

を評価し、リスクがある場合には（「無視できないリスク」の場合。後述）その緩和措置を

取る、という仕組みを指す。 
 
EU 法本文では、DD を（1）情報へのアクセス、（2）リスクアセスメント、（3）リスク

緩和措置という 3 つのステップとして第 6 条に規定している。ＥＵ域内に木材製品を導入

する事業者には、DD の制度（DDS）を有し、それをきちんと実行することが求められてい

る。DD の実施は法的義務であり、これを怠った場合には各加盟国政府によって罰則が課さ

れるが、逆にきちんと行っていれば過失があった場合には考慮要素となり得るという仕組

みである。 
 
また、日本の事業者が気を付けたい点として、日本の合法性証明制度のように合法性証

明文書の収集というのは全体のうちの一つの要素でしかなく、文書を揃えただけでは DD
を行ったことにはならない点が挙げられる。 
 

別枠 2  EU 法のもと求められる DDS 
 
以下の要素を含む制度とされている： 
 
１．以下の情報を取得する手段・手続 
 （木材を EU 市場に輸入する）事業者と、樹種など木材製品に関する情報 
 コンセッションを含む、原産国に関する情報 
 数量 
 納品業者に関する情報 
 木材製品を納品した相手の業者 
 適用法に準拠していることを証明する文書など 

 
２．リスクアセスメント 
 
以下の点についての違法性リスクの評価： 
‐それぞれの国の「適用法」への準拠の保証（第三者認証などを含む） 
‐特定の樹種、地域に関する違法伐採の頻度（紛争地域などのチェックも含まれる） 
‐国際機関による制裁の有無 
‐サプライチェーンの複雑さ 
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３．リスク緩和 
 
リスクが高い（「無視できないリスク」）と判断された場合には、リスク緩和措置を取る

（追加情報、関連文書、第三者証明などを含む） 
 

EU 木材規制第 6 条より筆者まとめ 
 

3.1.4  補足法とガイダンス 

 
上記以外に DD に関して EU は、2012 年には「DD 制度及びモニタリング機関の検査に

関する施行法」（EU No 607/2012）52を、続いて 2013 年には「ガイダンス文書」53を出し

ている。以下、その内容を簡単に紹介する： 
 
施行法 No 607/2012 
 
施行法 No 607/2012 施行法では、DD の実施における具体的な方法と、認証制度との関

係性についての説明がある。以下、施行法のもと求められる要点を挙げておく： 
 
（1） 樹種・原産国・地域・伐採地に変化がない場合、12 ヶ月以内に納品された木材・

木材製品について個々の種類ごとに DD を行う。しかしその場合でも情報へのア

クセスができるシステムを維持する  
（2） EU 木材規制の DD 義務と整合性のある認証制度とはどんなものか（別枠参照） 
（3） 事業者全体に課される記録保持の義務については、以下の三点を証明できるよう

にし、各情報を 5 年間記録し当局のチェックの際は提示できるようにしておく54： 
（a）集めた情報を EU 木材規制に規定するリスク評価基準（第 6 条（１）：適用

                                                  
52 COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 607/2012 of 6 July 2012 
on the detailed rules concerning the due diligence system and the frequency and nature 
of the checks on monitoring organisations as provided for in Regulation (EU) No 
995/2010 of the European Parliament and of the Council laying down the obligations of 
operators who place timber and timber products on the market 
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0607) 
53 Guidance Document, 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/Final%20Guidance%20document.pdf（2013
年 4 月 22 日）。 
54 Article 5, Commission Implementing Regulation (EU) No 607/2012. 
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法の遵守、違法伐採の頻度など）に従ってのようにチェックしたか 
（b）ミティゲーション措置についての決断がどのようになされたか； 
（c）事業者がリスクの度合いをどのように決定したか。 

 
3.1.4.1 ガイダンス文書55 
 

2013 年 2 月に発行されたこの法的拘束力を持たない文書では、DD に関して「無視でき

るリスク」と「複雑」なサプライチェーンの二点について補足説明が記載されている。こ

れは、DD がこの「無視できるリスク」の特定ができればそれ以上の手間を必要としないこ

と、さらにそのリスクが潜在する確率はサプライチェーンが複雑な場合高くなることに関

連していると考えられる。 
 
まず、リスク緩和措置については、以下のように記述がある：「リスク評価手続きにおい

て特定されたリスクが無視できる程度である場合を除き、リスク軽減に向けた手続き、リ

スクを効果的に最小限にする上で適切かつ釣合の取れた様々の対策・手続きが用いられ、

追加的な情報・文書や第三者による認証が求められる場合がある」。つまり、リスクが無視

できる程度であると判断された場合には、リスク緩和措置を行わずに木材を輸入できると

いうことであり、この意味ではＥＵ法のもとの DD は、従来の合法性証明のための監査な

どと比較するとプロセスは簡易化されていると言える。 
 
どのようなリスクであれば無視できるかという点についてガイダンスでは、「製品につい

ての情報[樹種、原産国など]と、一般的な情報[特定地域の違法伐採の頻度など]の両方を完

全に評価した後、懸念が残らない場合、サプライチェーンのリスクは無視できると理解さ

れるべきである」としている。ただし、「リスクの度合いはケースバイケースでしか評価で

きない」とし、評価の際のポイントとして、伐採地、ガバナンス、文書の用意、サプライ

チェーン中の企業、サプライチェーンの複雑さ、などを確認するように求めている。 
 
この最後のポイントである「サプライチェーンの複雑さ」をどう判断するかについて、

文書では、業者の多さ、使われる樹種の多さ、原産地の多さなどに従い増加するとしてい

るものの、長さではなく伐採地点まで遡れるか否かをポイントとして挙げている。つまり、

トレーサビリティーが重要であり、サプライチェーン中に特定できない部分がある場合、

上記の「無視できるリスク」とは言えないということである。 
 

 以上のように、DD はまさに「ケースバイケース」であることが多く、そのため大部分の

事業者は、管轄官庁などの用意する情報交換のための仕組みと併用して、後述の第三者認

                                                  
55 関連部分の仮訳は、添付資料にある。 
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証制度（後述）や、監督団体となる組織などの用意する DDS を利用していくことが予想さ

れている。 
 

DD のリスクアセスメント、リスクミティゲーションを適切に行うためには「合法である

か否か」を判断するために、EU 法では「適用法」に違反していないかどうかの判断を求め

ている（第 2 条）。以下、この「適用法」について考察する。 
 
別枠 3 ガイダンス文書 項目 
 
（1）「市場に導入する」の定義 
（2）無視できるリスクの定義 
（3）「サプライチェーンの複雑さ」の説明 
（4）木材の適用法への準拠を示す文書の条件についての説明 
（5a）製品の範囲についての説明‐パッケージ材 
（5b）製品の範囲についての説明‐「廃棄物」/「再生」製品 
（6）リスクアセスメント及びリスク緩和措置過程における第三者証明制度の役割 
（7）DDS の定期的評価 
（8）複合製品 
（9）「森林セクター」 
（10）ワシントン条約及び FLEGT ライセンス材の扱い 
付属書 I（１）についての具体的なシナリオ 
付属書 II（8）についての具体例 

 
EU 法のもとでは合法性証明文書は DD の一部にすぎないということは、非常に重要なポ

イントである。例えば前述のガイダンス文書では、「（適用法への準拠を示す）文書を集め

ることはリスクアセスメントを目的として行われなければならず、それ自体が義務と見な

されるべきではない」と説明している。56言い換えれば、合法性を証明する文書が揃ってい

たとしても、適用法への準拠についてその他のリスクアセスメントを行っていなかった場

合、DD の義務を果たしたことにはならない。 
 
前述の通り、EU 法では，適用法の範囲について、第 2 条で以下のように規定している57： 

 
第 2 条（h） 「適用法」とは，以下の分野を網羅する，伐採国で適用される法律

                                                  
56 Guidance Document, p. 9. 
57 Article 2(h), Regulation (EU) No 995/2010. 
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を意味する。 
－ 法律に基づき公告された範囲内で木材を伐採する権利。 
－ 木材伐採に課せられる税金を含め，伐採権および木材に対する代金支払い。 
－ 木材伐採。木材伐採と直接関係している場合，森林管理や生物多様性保全を含

む 
環境・森林法も対象となる。 
－ 木材伐採により影響を受ける，利用および所有権に関する第三者の法的権利。 
－ 林業分野に関連する取引および関税。 
 

 EU 木材規制の特徴としては、「木材伐採により影響を受ける，利用および所有権に関す

る第三者の法的権利」を適用法に含めていることである。原産国の多くは途上国であり、

土地利用や土地の所有権についての法整備が整っておらず、先住民族を含め現地住民と伐

採会社や政府との間に議論や紛争が存在する地域が多くある。この項目は EU の違法伐採

対策が、森林問題を単なる環境問題ではなく社会問題であり人権問題としても捉えている

ことを表している。 
 
 また、EU 法では文書の確保は DD の一部でしかないとしながらも、ガイダンス文書にお

いて合法性証明文書はどのようなものがあるのか、具体的な例を示し実用的なアプローチ

を取っている。実際、EU 法第 2 条に指定される分野における法律は国ごとに異なるうえ多

岐に渡っており、それを証明する文書も実に様々存在する。ガイダンス文書で挙げている

文書例は以下の表にまとめた。 
 
表 3 ガイダンス文書にある適用法への準拠を証明する文書の入手方法58 

証明する事項 文書 
法的に決められた境界線内で伐採

する権利  
一般的に文書・電子文書で入手可能。例えば土地

の所有権・利用権に関する書類、契約書、伐採契

約書など。  
伐採権や木材に関する支払  一般的に文書・電子文書で入手可能。契約書、銀

行の文書、VAT 文書、公式領収書など。  
環境・森林に関する法律を含む伐採

に関する法律  
（木材伐採に直接関係する場合、森

林管理、生物多様性保全を含む） 

公式な監査記録、環境適合証明、認可済み伐採計

画、ISO 証明、自主規範、強固な法的監視・木材

追跡と管理手続を証明する公的に入手可能な情

報、原産国当局が発行した公的文書など。  

                                                  
58 Guidance Document, p. 10. 
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伐採により影響を受ける土地利用

や保有に関する第三者の法的権利 
環境影響評価、環境管理計画、環境監査報告書、

社会的責任契約、保有権などに関する申立・対立

に関する個々の報告書  
森林セクターに関する貿易・税関規

則  
一般的に文書・電子文書で入手可能。契約書、銀

行の文書、貿易記録、輸出入ライセンス、輸出税

の公的な領収書、輸出禁止リスト、輸出割当授与

など。 
 
3.1.5  監督団体 

 
EU 木材規制では、登録監督団体を活用して DD の実施を推進している。監督団体は、事

業者と利害関係のない独立第三者でなければならず、その他 EU 木材規制に定められる基

準を満たし正式に登録する民間企業や団体に限定されている。監督団体は事業者が DD を

行うにあたり、DDS ツールの提供などによりそれをサポートするが、最終的な法的責任は

あくまで事業者にある。 
 

2015 年 3 月時点、DD の監督団体として登録しているのは、以下の民間企業および団体

である59：NEPCon（独立団体、EU 全域で認定）、Conlegno（独立団体、イタリアで認定）、

Control Union（認証会社、EU 全域で認定）、Bureau Veritas（コンサルティング会社、

EU 全域で認定）。 
 
このうち、非営利団体の NEPCon は、後述の DDS ツールをウェブサイト上で公開して

いる60。このツールは、EU 木材規制だけでなく、米国レイシー法、オーストラリア違法伐

採禁止法への対応にも利用できるものとして紹介されている。実際のリスクアセスメン

ト・リスク緩和に関しては、独自のシステムを持つ場合を別として、認証団体や監督団体

の用意する類似のツールを参考にする企業が最も多いのではないかと考えられる。 
 
3.1.6  各加盟国における施行 

 
EU 木材規制は「指令(Directive)」ではなく「規則(Regulation)」であるため加盟国に直

接適用されるが、罰則などに関しては加盟国が独自に規則を設けることになっている。し

かし、施行の「準備ができている」とされたのは英国とデンマークのみという NGO からの

                                                  
59 EC のサイトで随時、最新の監督団体登録状況はチェックすることができる

（http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm）。 
60 添付資料参照。 
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指摘が出ていた61。 
 
施行前にイギリスの王立国際問題研究所（通称チャタムハウス）が行った調査62では、い

くつかの課題が浮き彫りになっているが、EU の最大の課題は、いったん EU 域内に入った

物品は自由に流通されるため、取締の脆弱な国から EU 域内に物品を持ち込もうとするケ

ースがあることである63。このため、加盟国の間で統一して EU 法を施行する必要があるが、

管轄官庁の専門性の欠如と他の取締局との連携、EU 加盟国間のコミュニケーションに関す

る課題が指摘されている。 
 
上記の調査によれば、管轄官庁は林業担当省が最も多くなっている。農業、環境、大気

汚染などの担当省が管轄官庁となっている場合もあるが、この場合は林業担当省が管轄省

でない場合は林業担当省と、その他の場合も警察、司法局、税関などと連携を図ることに

なっている。林業担当省は、主に国内林業について担当してきた省である。そのため特に

外材の輸入などの分野における専門性が低く、今後 EU 木材規制を施行するうえで大きな

課題となる可能性がある。64 
 
さらに同報告書では、管轄官庁の実際の取締業務の中心となるのは国内事業者・輸入業

者・認定監督団体それぞれの監視および市場における違法材の取締であるとし、この二つ

の異なる分野は異なる専門性やスキルが必要とされることを指摘している65。警察や税関な

ど他省庁との連携によりこの部分を補強する必要があるが、これらの当局は EU 木材規制

自体の知識に乏しい。科学的知見も施行に欠かせない要素であるが、これを理解している

管轄官庁は少ないとしている66。さらに、加盟国間のコミュニケーションをどう図るかも、

                                                  
61 WWF, “UK&Denmark, only penalty? Enforcement across EU difficult”, 
http://www.wwf.org.uk/what_we_do/press_centre/?unewsid=6489 (2013 年 5 月 5 日) 
62 この調査では、20 か国（オーストリア、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ共

和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ハンガリー、アイル

ランド、ラトビア、ルクセンブルグ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、スペイン、ス

ウェーデン、イギリス）を対象とし、管轄官庁の責任を中心とした各国の準備状況につい

てアンケートを行っている。Saunders, J. “EUTR Survey Paper”, Chatham House 
(January 2013), 
http://www.illegal-logging.info/uploads/EUTRSurveyPaperJadeSaunders.pdf (2013 年 5
月 5 日)。 
63 Saunders, J. and Unwin, E.（2013）“EUTR Inter-state Communications and 
Competent Authority Reporting”, background paper, Chatham House 
(http://www.illegal-logging.info/uploads/1_EUTRInterstateCommunicationsandCompet
entAuthorityReporting.pdf) 
64 Saunders, p. 4. 
65 調査対象となった管轄官庁の 7 割が、施行に必要な専門性を有していないと感じると答

えている。 
66 Ibid. 
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大きな課題として挙げられている67。すでに存在する別分野のコミュニケーションの仕組み

を基盤として違法材に関するコミュニケーション回路を構築していく可能性もある。 
 

3.1.6.1 例：イギリスにおける施行 
 

EU 加盟国の中で最も早く合法木材の政府調達方針を立てた国の一つであるイギリスは、

EU 加盟国の中でも木材の輸入量が多く、特に中国からの木材や木材製品を最も多く輸入し

ている68。1997 年に発表された政府公共調達方針は、2000 年に法的拘束力を持つようにな

った69。さらに 2003 年には CPET(Central Point of Expertise on Timber)という技術支援

を担当する民間のサポートを得ており、合法木材・持続可能木材の調達に関しては先進国

であると言える。 
 
イギリスにおける EU 法の施行は、「木材および木材製品（市場への導入）規制 2013（”The 

Timber and Timber Products (Placing on the Market) Regulations 2013”）」70という国内

法により実施される。この法律では第一部で各用語の定義、第二部で違反行為、第三部で

取締、第四部でその他の規則について定めている。同法の施行は EU 木材規制と同日の、

2013 年 3 月 3 日より始まった。 
 
第 4 条により違反行為とされるのは以下の行為である： 
(a) 違法に伐採された木材を市場に導入すること（EU 木材規制第 4 条（1）） 
(b) DD 義務の不履行（EU 木材規制第 4 条（2）） 
(c) DDS を維持し評価する義務の不履行（EU 木材規制第 4 条（3）） 
(d) トレーサビリティー確保の義務の不履行（EU 木材規制第 5 条） 
(e) 記録保持の義務の不履行（EU 木材規制第 5 条（1）） 
(f) 政府当局による検査の妨害 
(g) 改善措置の通告への非準拠 

（a）から（e）までは EU 木材規制にある義務であるが、（f）、（g）に関しては取締に関す

                                                  
67 EU にはすでに”The European Union Trade in Wildlife Information eXchange 
(EU-TWIX)”や”RAPEX”と呼ばれるコミュニケーションプラットフォームが存在しており、

それに加えてインターポールなどの国際的なネットワークがワシントン条約の取締などに

活用されている。 
68 WWF, “Can new EU Regulation stop the trade in illegal timber?”, press release.（2013
年 3 月 1 日）(http://www.wwf.org.uk/what_we_do/press_centre/?unewsid=6489) 
69 （財）地球人間環境フォーラム『平成 22 年度 木材調達のグリーン化普及 啓発キャン

ペーン実施業務報告書』、p. 69
（http://www.gef.or.jp/activity/forest/world/report/H22_mokuzaifukyu_part2.pdf） 
70 The Timber and Timber Products (Placing on the Market) Regulations, 2013, 2013 
No. 233. 
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る項目であり、この法律によって特に定められている。 
 
 DD 義務への違反 
 
 上記の違反のうち特に、上記(a)及び（b）に関連する DD 義務への違反に関しては、第 5
条として「DD 抗弁」がある。それによれば、上記(a)及び（b）の違反について裁判が起こ

った場合、違反を犯したとされる者（A）は「デューディリジェンスシステムの適切な利用」

を証明できれば抗弁になる、としている（5(1)）71。 
 

取締 
 
英国法の第 3 部は取締について定めており、（1）取締当局による立入の権限、（2）検査

の権限、（3）押収の権限、（4）検査官への妨害、（5）改善措置通告、（6）改善措置通告へ

の申立、（7）罰則、（8）取締経費の回収、の 8 点について規定がある。以下、それぞれ簡

単に見ていく。 
 

（1）立入の権限 
政府の検査官が、EU 法やその施行法（施行法）の実施の取締のために立ち入る権限が

あることを定めている（7（1）－（12））。 
（2）検査の権限 
 上記の権限に基づき立入検査を行う権限について定めている（8（1）－（2））。立入検

査では、木材の他、貨物や機具なども検査の対象となっており（8（1）（a））、コンピュ

ーター上のものを含む文書や記録などその他あらゆる情報を入手することができる

（8(1)(c),(d)）。 
（3）押収の権限 

検査官は、検査の対象となった者が違法材を EU 市場に持ち込んだ疑いが相応にある

場合、木材製品を押収することができる。 
（4）検査官への妨害 

検査の対象となった者は検査に協力しなければならないことを定めており、虚偽の情

                                                  
71 ただし、別の者（B）の行為や B の提供した情報が原因で違反が起こったとする申立の

ある場合、これには該当しないとしている（5(2)）。ただし、A に対する裁判を起こしてい

る相手に対し、A の保持する情報の中で B を特定するものを規定に従い通達する場合はこ

の限りではない、としている（5(2),(3),(4)）。しかしこの場合でも、A が「すべての状況に

おいて（B の提供した）情報に依存することが相応であった(reasonable)」ことを証明しな

ければ、これは防御にならない（5（5））。特に、その情報を確認する目的で A が「相応に

(reasonably)」取った措置について、また、A がその情報を信じない理由があったか否かに

ついて、証明することとしている。今後、この「相応」がどのようなレベルを指すのかは、

実際の判例などで決まっていくと考えられる。 
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報を提供することなどが禁じられている。 
（5）改善措置通告 

DD 義務及び DD システムの維持と評価についてのいわゆる行政措置で、検査官が違反

と思われるケースに対して改善措置を通告することができる。違反している者は、通告

に記載される期日までに改善を行う義務があるとしている（regulation 11）。 
（6）改善措置通告への申立 

 上記の通告に対して不服のある場合、裁判所に申立をすることができる。その後、裁

判所が改善措置を確定、撤回、修正するかを決定する。 
（7）罰則 

第 4 条（a）（違法材の輸入）,(b)（DD 義務の不履行）,(c)（DD システムの維持と評価

の義務の不履行）に違反した場合、法律で定められる最大限を超えない罰金（イングラン

ドとウェールズでは 5,000 ポンド、72スコットランドの場合最大限は 10,000 ポンドであ

るが 5,000 ポンド73）もしくは 3 ヶ月以下の懲役またはその両方となる。それ以外の違反

（（d）～(g)）の場合は、英 5,000 ポンド以下の罰金となる。74ただし、裁判所で審議がで

きるのは違反が行われてから 3 年以内、検事により違反が発見されてから 1 年以内とな

っている。 
（8）取締経費の回収 

裁判所は有罪が確定した者に対して経費の回収を請求することができる。 
 
さらに、検査など上記のような加盟国各国政府による取締について、EU 法では市民社会

などの参加を視野に入れた条項を設けている。EU 法第 8 条（4）及び第 10 条（2）によれ

ば、EU 加盟国各国政府の管轄官庁は、第三者から「具体的な懸念（substantiated concern）」
が示された場合には、監督団体（第 8 条（4））及び事業者（第 10 条（2））に対して検査を

実行できるとしている。第三者によるモニタリングへの参加は、管轄官庁の EU 法実施の

負荷を軽減する目的もあると思われる。75またそうした第三者が「具体的な懸念」を示す活

動を活発にし有効利用するためには、加盟国の管轄官庁が自らの活動について、積極的に

情報を公開していく必要がある。76 
 
実際の施行について、最近イギリス政府が中国からの合板に特化して行った調査77によれ

                                                  
72 Criminal Justice Act 1982 の規程による。 
73 Criminal Procedure (Scotland) Act 1995 の規程による。 
74 Criminal Justice Act 1982 の規程による。 
75 Saunders, J. and Unwin, E. (2013) 
76 Ibid. 
77 Pillet, N. and Sawyer, M.(2015), EUTR: Plywood Imported From China, National 
Management Office, prepared for DEFRA 
(https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/402325/
Chinese_Plywood_Research_Report.pdf) 
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ば、調査対象となった 16 社のうち 14 社の DDS が EU 木材規制に準拠していないと判断さ

れた。大きな理由として挙げられているのは、文書収集、リスクアセスメント、リスク緩

和措置により企業が「無視できるリスク」をどう判断できるかの説明が不十分である、と

いう点である。さらに、製品 13 品の顕微分析の結果、調査に対して申告した樹種と実際に

使用されていた樹種が一致したのは、4 品だけであったという。全体として、申告樹種と

DDS の両方で「合格」したのは、1 社だけであった。調査の対象となったのは中国からの

合板全体の 10％に当たったが、政府は今後も同様の調査を続けていく予定だという。 
 
3.1.7  ＥＵの情報 

 
◎ 欧州委員会(EC)のサイト：

http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm 
EU 木材規制と関連法規制へのリンクが揃っており、公式発表などの最新情報もこのサイト

で確認できる。 
 
◎ European Forest Institute (EFI) のサイト：http://www.euflegt.efi.int/progress-in-vpa 
FLEGT 行動計画の実施を支援する機関である EFI のサイトで、VPA の状況が適宜アップ

デートされる。 
 
3.2  米国レイシー法 

 
3.2.1 背景 

米国は、ＥＵに先駆けて違法木材の輸入を禁止した、世界で最初に規制を導入した国で

ある。レイシー法という野生生物の取引を規制する 100 年前の古い法律を 2008 年に改訂す

ることで、違法伐採禁止を成立させた。この背景には、環境 NGO の働きかけとともに、米

国国内産業界からの強い後押しがあった。全米林産物製紙協会が行った調査では，違法木

材製品との競合が原因で木材製品の価格は 7～16％も低くなっているという報告があり、安

い外材を国内市場から排除したい目的もあって成立している78。 
 

3.2.2  概要 

改訂レイシー法は，基本的には EU 木材規制と同じく違法木材を米国市場に入れないた

                                                  
78 同調査ではさらに，違法木材が世界市場から消えた場合，米国の輸出総額が年間 4 億

6000 万ドルも増加するしている。Seneca Creek Associates and Wood Resources, 
International (2004)
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めの規制である。ただし、対象製品の範囲や仕組み自体は EU 木材規制と似ているが、実

施におけるそのアプローチは少し違っている。以下、違いを中心に紹介していくが、レイ

シー法に関する一般的な Q&A の資料として、以下のリンクを挙げておく：

https://www.fairwood.jp/news/pr_ev/2012/121112FLAseminar_document.pdf 
 
第一の違いとして挙げられるのは、レイシー法では、輸入者には輸入申告の義務が課さ

れており、これがレイシー法の仕組みの一つの中心基盤として考えられているということ

である。虚偽の申告もレイシー法違反の対象となる。木材製品を輸入する輸入者は、輸入

製品が申告義務の対象範囲に入っていればすべてこの申告を行わなくてはならない。その

際に基本情報を調べることから、申告義務自体がサプライチェーンの透明性を高める効果

があると考えられている（輸入申告書は添付資料にある）。 

 
輸入申告書（APHIS（米国農務省国際動植物検疫課）HP より）79 
 
木材製品の輸入申告の際に記入する情報には、植物の学名、原産国、数量や重量（kg, ㎥

など）、金額、再生材の割合などがある。これは 2008 年 12 月からは輸入者が自主的に実施、

2009 年 4 月からは義務として実施されている。米国政府は輸入申告義務の対象範囲を 2008
年から 2010 年にかけて徐々に広げていくという段階的アプローチを取っており、当初は告

知から始まり、無垢材などわかりやすい製品をまず対象範囲とし徐々に複雑な製品が範囲

に含まれるようになっており、家具や楽器、再生材を含む製品など複雑なものも対象範囲

内である。現在のところ次の第 5 フェーズで対象となる製品に関するパブリックコメント

を募集している80。 
 

                                                  
79 APHIS の公式ウェブサイトより：

http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/downloads/declarationform.pdf 
80 Federal Register, Vol. 80, No. 25 (February 2015) 
（http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/downloads/APHIS-2008-0119-0288.
pdf） 
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最終的にはありとあらゆる木材製品が対象となったため、2013 年時点では毎月 4 万件の

申告が提出されており、申告の提出先である APHIS への負担81とともに、輸入申告義務が

事業者の負担が懸念されていたが、複数種が組み合わさっている製品や再生紙など、樹種

や原産地を特定するのが困難な場合はできる範囲でという配慮は当初よりなされていた。

例えば再生紙の場合には、樹種や原産国を申告する必要はなく、再生材の割合を記入する

こととなっている。米国政府はこれまで業界やその他のステークホルダーの意見を聞いて

柔軟な対応をしてきており、現在も一定量以下の再生材や環境上の懸念のない樹種を含む

製品について申告の免除を検討中である82。最近の調査によれば、業界は輸入申告義務の負

担より、下記の「デューケア」をどう行うかが一番の関心事となっているという83。 
 
3.2.3  特徴 

レイシー法とＥＵ法の第二の大きな違いとして挙げられるのは、DD が法的義務とはなっ

ていない点である。ただし、違反が発覚した場合、レイシー法のもとでは「デューケア」

と呼ばれている DD のプロセスを実施していれば、罰則を判断する際の考慮事項となり得

る（図－１参照）。つまり、米国の場合は法の実施は当局の摘発に依存するシステムとなっ

ており、この点については取締りに必要な予算が確保されるか否かが重要なポイントとな

る。現在のところ、レイシー法のもと行われた取締り例は 3 件と少ない（後述）。ただし、

重要な点として挙げられているのは、前述の通り、輸入申告義務によりサプライチェーン

の透明性は全体的にボトムアップされているという認識は存在している。 
 

                                                  
81 2012 年まではこのための予算が割り当てられていなかったが、予算のついた現在、状況

は改善に向かっていると考えられる。 
82 Federal Register, 2015. 
83 5 Meyer D. and Brendler T. (2013), Stakeholder Opinion Update - Final, report 
published by the Forest Legality Alliance (http://www.forestlegality. 
org/sites/default/files/WRI-FLA%20Winter%202012-13%20Findings%20-%20Final_2.pd
f) 

34



 

図－1  レイシー法違反と罰則

 

 
Environmental Investigation Agency (EIA)資料より84 

 
3.2.4  違法リスクの評価 

レイシー法のもとでは、違法木材は以下のように定義される： 
 

(1) 盗まれたもの 
(2) 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 

                                                  
84 https://www.fairwood.jp/news/pr_ev/2012/121112FLAseminar_document.pdf 
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(3) 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 
(4) 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 
(5) 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 
(6) 輸出または積替えに関する法律に違反した場合 

 
上記の木材を輸入するとレイシー法への違反が発生するが、違反はサプライチェーン中

のどこででも起こり得る85。違反行為は、上記の定義に基づく違法木材の輸出入、輸送、販

売、受け取り、取得、購入など、幅広い範囲に及んでいるが、過去のケースを見ると実際

の取締は違法木材の輸入に重点が置かれていることがわかる。（輸出側に対しては共謀罪法

など別の法律が適用される可能性もある。） 
 
別枠 4  レイシー法に記載される「違法植物」の定義 
 
（A）アメリカ合衆国の一切の法令もしくは規制または一切の外国法に違反して捕獲（採

取を含む），所持，搬送または販売された一切の魚類または野生生物 
（B）下記に掲げる一切の植物 
（i） 植物を保護し，または下記の事項を規制する，一切の州の法令もしくは規制また

は一切の外国法に違反して捕獲，所持，搬送または販売された植物 
（Ⅰ） 植物の窃取 
（Ⅱ） 公園，保安林またはその他の公式保護区域における植物の捕獲 
（Ⅲ） 公式指定区域における植物の捕獲 
（Ⅳ） 必要な許可を得ずに，またはこれに反してなされる植物の捕獲 

（ii） 一切の州の法令もしくは規制または一切の外国法により植物の対価として必要

とされる，適正な使用料，税金または立木伐採料の支払いがなく，捕獲され，所持

され，搬送されまたは販売された植物 または， 
（iii） 一切の州の法令もしくは規制，または植物の輸出もしくは積替えを管理する一

切の外国法に基づく制限に違反して捕獲，所持，搬送または販売された植物 
（C） 一切の禁止野生生物種（本節の第（e）款に服する物を指す） 

 
3.2.5  レイシー法の実効性 

特に最終製品に含まれる樹種の判断の難しさなどから、レイシー法に対しては実効性を

                                                  
85 3372, Amendments to the Lacey Act from H.R.2419, Sec. 8204. 詳しくは下記を参照： 
Environmental Investigation Agency, Setting the Story Straight. The U.S. Lacey Act: 
Separating Myth From Reality, p. 2 日本語訳は以下のサイトにある：

https://www.fairwood.jp/news/pr_ev/2012/121112FLAseminar_document.pdf 
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疑問視される声は当初からあった。違反者には、物品の没収、罰金、懲役刑などが課され

る（図－１参照）。個人に対しては米 25 万ドル、企業に対しては米 50 万ドルの罰金、及び

/または 5 年以下の懲役が課される。過失の場合、個人が米 10 万ドル、企業が米 20 万ドル

以下の罰金、及び/または 1 年以下の懲役となっている。 
 

3.2.5.1  摘発事例：ギブソン社 
 現在まで、レイシー法のもとの摘発は 3 件にとどまっているが、そのうち様々な意味で

最も影響力のあったケースがギブソン社である。2009 年 11 月、世界的に有名な米国のギ

ターメーカーである同社がレイシー法のもと捜査の対象となり、マダガスカル産の黒檀が

押収された。続いて 2011年に同じく同社が購入したインド産のローズウッドが押収された。

ギブソン社の社長がメディアを通じて当局を批判したため、この事例は米国中の注目を集

める結果となり、レイシー法に関する意見が二分されたという見解もある。政府当局によ

る木材を扱う業界への行き過ぎた介入という見解を持つグループは数回に渡り輸入申告の

簡素化を含む規制緩和を求めたが、実現に至らないところを見ると、レイシー法の実効性

は一定の評価を得ていると言えるかもしれない86。 
 
 ギブソン社の件は最終的には 2012 年に犯罪取締協定が結ばれ、同社はデューケアを怠っ

ていたことを認めている。ギブソン社は FSC の CoC 認証を取得しており、CoC 認証を取

得するサプライヤーであったことをデューケアを怠った理由の一つとして挙げている。こ

の協定の結果、黒檀は没収され 30 万ドルの罰金が課されている（さらに自然保護基金とす

るための 5 万ドルが徴収された）87。さらに、デューケアを実施するための 7 つのステップ

の確立・実施が命じられている88。 
 

3.2.6  米国の情報 

 
◎ APHIS ホームページ  
(http://www.aphis.usda.gov/wps/portal/aphis/ourfocus/planthealth?1dmy&urile=wcm

%3apath%3a%2Faphis_content_library%2Fsa_our_focus%2Fsa_plant_health%2Fsa_im
                                                  
86 The letter from 350.org et al. to the US House of Representatives (6 June 2012) 
（http://switchboard.nrdc.org/blogs/jschmidt/Don%27t%20Weaken%20Lacey%20June%
202012.pdf） 
87 Momii, M. (2014) Trade in Illegal Timber: The Response in the United States, 
Chatham House, p. 10 
(http://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/20141125
IllegalLoggingUSMomii.pdf)  
88  CEA の付属書参照：

http://www.fws.gov/home/feature/2012/USvGibsonGuitarAgreement.pdf 
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port%2Fsa_lacey_act%2Fct_lacey_act) 
レイシー法に関する公的な資料や、よくある質問、さらに Federal Register という通達

を定期的にアップロードしている。APHIS はこの Federal Register を通してステークホ

ルダーの意見を募集している。 
 
◎ Forest Legality Alliance (FLA) ホームページ：http://www.forestlegality.org/ 

米国国際開発庁（USAID）、シンクタンクの World Resources Institute、国際 NGO の EIA
で運営される業界サポートのための情報プラットフォーム及びネットワーク。業界にとっ

て必要な情報やリスクアセスメントツールなどがある。 
 
◎ 紙に関しては、米大手文具店であり世界最大の紙製品の販売業者である Staples 社が

レイシー法やＥＵ法に適合した紙製品を取り扱うための取組を本格化した例が紹介されて

いる：

http://www.forestlegality.org/sites/default/files/WRI12_IssueBrief_Staples_Final_0.pdf  
 
3.3  オーストラリア違法伐採禁止法89 

  
オーストラリア違法伐採禁止法（The Australian Illegal Logging Prohibition Act 2012）

は、2012 年に発効した、オーストラリア市場から違法木材を排除する法律である。この法

律では、オーストラリア政府が今回の規制に関して「要素 1」と呼んでいる違法木材の輸入

は 2012 年 11 月に正式に違法となった。オーストラリアは段階的に違法木材規制を導入し

ており、「要素 2」とされた輸入者の DD 義務は、上記の法律の実施法である違法伐採禁止

改訂規制（Illegal Logging Prohibition Amendment Regulation）90のもと、2 年後の 2014
年 11 月に法規制の対象となっている。 
 
ただし、豪政府は規制に準拠するには時間がかかることを認めており、取り締まりにつ

いては DD義務の導入日(2014年 11月 30日)から 18カ月間は企業が準拠に取り組もうとし

ている場合には積極的に摘発しないという方針を定めている。代わりにこの準備期間中は

情報やガイダンスの普及など、企業をサポートすることになっている。 
 
 

                                                  
89 The Australian Illegal Logging Prohibition Act 2012 
(http://www.comlaw.gov.au/Details/C2012A00166) 
90 もともと 2012 年に出されたが、2014 年に改訂規制が出され、2012 年の規制は無効とな

った。2012 年の規制の原文：http://www.comlaw.gov.au/Details/F2013L00883 2014 年

の規制の原文：http://www.comlaw.gov.au/Details/F2014L01529 
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3.3.1  概要 

 
オーストラリア違法伐採禁止法では、輸入業者とともに、オーストラリア産の木材の加

工業者にも DD を実行する義務が課されている。輸入業者は輸入時に DD を実行したこと

を証明する申告を行わなければならない。DD の実施については後述する。罰則は、故意、

過失に関わらず、5 年以下の懲役と、個人の場合 85000 ドル以下、法人の場合 425000 ドル

以下の罰金となっている。また過失の場合でも違法材は没収される。 
 
対象製品のリストは違法伐採禁止改訂規制に記載されている。ＥＵ法、レイシー法と同

じく広範囲の製品が対象となっており、紙の場合には印刷物が適用外とされるＥＵと対照

的に、再生紙以外すべて対象とされている。除外されるものとしては、再生材（再生紙含

む）、再生材を含む製品の一部(再生紙の場合、再生材を使用しない部分には DD が必要)、
輸入製品の一部が木材製品である場合、その木材製品の価格が豪 1000 ドル以下の場合、製

品の梱包材、となっている91。 
  
3.3.2  デューディリジェンス（ＤＤ）92 

  
ILPA2012 では、輸入者と加工者に対し、DD に関してそれぞれガイドが出されている。

輸入者の DD ガイド93に基づき、オーストラリア政府の求める DD について以下簡単に紹介

                                                  
91 対象製品と除外製品については、オーストラリア政府による以下の資料にわかりやすく

説明されている：Australian Government, Department of Agriculture, “Due diligence – 
What timber products are regulated?” Factsheet 2.4 
(http://www.agriculture.gov.au/Style%20Library/Images/DAFF/__data/assets/pdffile/000
4/2392078/2.4-due-diligence-what-timber-products-are-regulated.pdf) 
92  輸 入者 に対 する DD ガ イダン スの 日本 語版 は、 以下 のリ ンク にあ る：

http://www.agriculture.gov.au/style%20library/images/DAFF/__data/assets/pdffile/0005/
2401079/japanese-factsheet-2.1.pdf 原文：Australian Government, "Due diligence - 
guidance for importers” Fact Sheet 2.1  
(http://www.agriculture.gov.au/Style%20Library/Images/DAFF/__data/assets/pdffile/001
0/2392075/2.1-due-diligence-guidance-for-importers.pdf) 
93 Ibid. 
Australian Government, Department of Agriculture, “Due diligence – Use of Country 
Specific Guidelines (importers)” Factsheet 2.2  
(http://www.jfhillebrand.com/australia/Documents/Due%20Diligence%20process%20Au
stralian%20Government.pdf) 及び Australian Government, Department of Agriculture, 
“Due diligence – Use of Timber Legality Frameworks (importers)” Factsheet 2.3  
(http://www.agriculture.gov.au/Style%20Library/Images/DAFF/__data/assets/pdffile/000
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する。 
  
まず、オーストラリアの場合、DD のプロセスは、以下の 4 段階を踏むことになっている：

（1）情報収集、（2）木材合法性枠組み（Timber Legality Framework）または国別ガイド

ライン（Country Specific Guidelines）の使用(オプション)、（3）リスクアセスメント、（4）
リスク緩和、である。ＥＵ法との違いは、（2）が特に段階として設けられていることであ

るが、木材合法性枠組みについては EU の VPA のもとのライセンス材と第三者認証制度を

指している。以下、さらに詳しく段階ごとにオーストラリアの求める DD を見ていく。 
  

1. 情報収集 
  
「相応に現実的（reasonably practical）」な場合、リスクアセスメントを行うのに必要な

情報を十分に収集・記録する。収集の方法は特に指定されておらず(例:電話、メール、ファ

ックス、ウェブサイト、etc.)、できるだけこれまでのビジネス上のプロセスで対応が可能な

よう配慮されている。 
 
収集する情報の例: 
 製品名・商品名 
 木材が派生する木の通称または学術名 
 原産国または地方 
 サプライヤーからの文書 
 製品中の木材が合法に伐採されたものであることの証拠 

  
何をもって「相応に現実的」とするかは、個々の事業者によるとされており、以下のポ

イントが検討要素の例として挙げられている: 
 情報の入手しやすさ 
 情報入手のために必要な時間や経費、その難しさ 
 情報入手までに必要な手続き 

  
よって、個々の事業者は自らが輸入・加工する木材製品が違法であるリスクの度合いと、

必要な情報の収集にかかる時間やコストなどの要素とのバランスを取り情報収集を行う必

要がある。ガイドでは、最終的には、その製品が違法ではないという結論を下すのに十分

か否かがポイントとなる、としている。 
  
                                                                                                                                                  
3/2392077/2.3-due-diligence-use-of-timber-legality-frameworks-importers.pdf)  
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2. 木材合法性枠組み（Timber Legality Framework94）または国別ガイドライン

（Country Specific Guidelines）の使用(オプション) 
  
この段階はオプションで選択することができる段階であり、ここで事業者は「木材合法

性枠組み」と呼ばれる、事前に政府が検証した制度あるいは政府の出した「国別ガイドラ

イン」の使用を選択できる。この選択をした場合、枠組みあるいはガイドラインと照らし

合わせた結果、自らの輸入する製品の違法性が低いと結論付けられる場合には、この段階

で DD のプロセスを終了してよいことになっている。 
  
木材合法性枠組みは、他の制度とともに以下の制度を DD の「枠組み」として承認して

いる(*制度そのものを自動的に合法性証明制度としているわけではない。よって、この制度

のもと、リスクアセスメント・ミティゲーションは自己の責任において行わなければなら

ない)。現在枠組みとして認められている制度は、FSC FM 認証および CoC 認証、PEFC FM
認証および CoC 認証、EU FLEGT のもとのライセンス制度である。FSC と PEFC の CoC
認証については 2014 年に追加で認められた。 
  
もう一つの枠組み、国別ガイドラインは、作成された順に農務省のＨＰ95に記載される。

現在、カナダ、フィンランド、イタリア、インドネシア、マレーシア、ニュージーランド、

ソロモン諸島のガイドラインが完成している。ガイドラインには、各国の関連法規制と合

法性証明制度の仕組みなどの基礎的情報が記載されている96。 
 

3. リスクアセスメント 
  
リスクアセスメントは、2 の段階を踏まなかった場合、あるいは踏んだ場合でも違法であ

る可能性が低いと結論付けられなかった場合には行わなくてはならない。その際に検討す

る要素としては、ガイドは以下のように説明している: 
  
A 木材の収穫された地域における違法伐採の頻度 
 ガバナンスの脆弱な地域では違法伐採の頻度は高い。この要素を検討するために、市場に

関する情報、NGO、業界ネットワーク、自己の持つ業界に関する知識、サプライヤーへの

質問、インターネットやメディア情報の検索などが有用ツールとして挙げられている。 
  

                                                  
94 Schedule 2 of the Regulation 
95 http://www.agriculture.gov.au/forestry/policies/illegal-logging/information-resources 
96 例えば、インドネシアのガイドラインは以下のリンクにある：

http://www.agriculture.gov.au/SiteCollectionDocuments/forestry/australias-forest-polici
es/illegal-logging/indonesia-country-specific-guideline.pdf 
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B 製品の派生している樹種の違法伐採の頻度 
 価格、特別な資質、希少性などにより、特定の樹種が違法伐採の対象となることがあるこ

とを念頭に置く必要がある。 
  
C 木材の収穫された地域における武装勢力を伴う紛争の頻度 
 武装勢力を伴う紛争と違法伐採との関連についてはすでに様々な場で報告されている通り

であり、そうした紛争のある地域では政府機関が森林資源の管理や合法伐採を管理するこ

とが難しい。これを念頭に置く必要がある。 
  
D 製品の複雑さ 
  
合板や MDF、紙、家具など、高度に加工された製品は、入手が難しい情報がある場合や、

使用された樹種を特定することが難しい場合がある。将来的にこれらの情報はより入手し

やすくなることは期待されている。しかし現在のオーストラリア規制のもとでの DD にお

いては、「相当に現実的」な程度の情報収集が求められている。これに鑑みて違法性のリス

クを判断する。 
  
E その他、輸入者の持つ情報、または相当に持っているべき情報 
  
違法性について判断する際、様々なソースからの情報が役立つ。例えば、長期に渡る良好

なビジネス上の関係を通して得た情報、厳密な認証制度、サプライチェーンに対する独立

チェック、サプライチェーンの合法性に関する自らの持つ知識、などである。 
  
上記を通して、さらに事実確認や検証が必要か否かの注意が喚起される可能性がある。

輸入者は集めた情報が疑わしいと思われる理由がある場合(例えば文書の信頼性や文書の入

手されたプロセスの合法性に関する明らかな問題など)、さらに調査・評価を行うことにな

る。 
  

4. リスク緩和 
  
段階 3 の後、木材が違法伐採されたリスクがあり、そのリスクが低くない場合、規制に

従いリスク緩和を行わなければならない。リスク緩和は、ＥＵや米国と同様、段階 3 の後

リスクが低いと判断された場合は必要ない。リスク緩和の方法は特に指定されておらず、

規制では輸入者が評価するリスクレベルに「十分」かつ「比例した」緩和措置を取るよう

に義務付けているのみである。例として、輸出者に製品の合法性についての付加的証拠の

提出を求めるということが挙げられている。 
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3.3.3  オーストラリアの情報  

 
◎ オーストラリア農務省のＨＰ：

http://www.agriculture.gov.au/forestry/policies/illegal-logging 
日本語資料のリンク：http://www.agriculture.gov.au/languages/japanese 
 
◎Timber Development Association (TDA)： 
http://www.illegal-logging.info/content/october-training-seminars-australian-illegal-logg
ing-regulation-announced 
この業界団体は、無料の DD ツールを作成している。 
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第 4 章 原産国の取組 

 
現状の世界的な動きを見ていくと、ＥＵの FLEGT ライセンス材は広く合法材として受

け入れられると予測される。現在、ライセンス材の取組が最も進んでいるのはインドネシ

アであるため、ここではインドネシアの制度を紹介する。 
 
4.1  背景 

前述の通り2003年に策定されたEU FLEGT行動計画のもと、EUはインドネシアとVPA
を結ぶ交渉を 2007 年 3 月から始めている。EU―インドネシア間の交渉は、マレーシアと

並んでいち早く始められたが、マレーシアは未だ交渉中である。 
 
もともと、インドネシア国内では 2001 年の東アジア FLEG 以降、イギリスや EU を含

む様々なドナーによる支援策が導入され97、さらには政府、産業界、認証機関、市民社会な

ど幅広いステークホルダーによって、木材合法性基準に関して集中的な議論が展開されて

きたことが背景にある。VPA を結んだ 2007 年、インドネシア政府は既存の法規制を幅広

く見直し、木材のソースごとに満たされるべき項目等が整理された木材合法性基準のドラ

フトが林業大臣に提出されている。VPA 交渉の開始により、それが本格的に法制化される

プロセスが始まったということである。前述の通り、VPA の目的は、原産国がステークホ

ルダーの合意のもと、国内の森林関法規制を定義し、信頼できる合法性証明制度のもと、

EU 市場にライセンス材を輸出できるようになることである。 
 
以後、包括的に見直された木材合法性基準、および伐採権保有事業者を対象に管理水準

の向上のために実施していた事業者審査は総合的に再構築された。その成果物が、EU 
FLEGT VPA における木材合法性保証システム（Timber Legality Assurance System / 
Sistem Verifikasi Legalitas Kayu）である。通称 SVLK と呼ばれるこのシステムは 2009
年に林業大臣令によってついに法制化され、これが EU との VPA における合法性証明制度

となった98。ただし、後述のように課題は多く残っており、ライセンス材の出荷にはまだ至

らない状態である。 
 

                                                  
97 例えば、2002年4月のインドネシア－英国間での違法伐採対策に関する覚書を皮切りに、

2002年 8月インドネシア－ノルウェー間、2002年 12月インドネシア－中国間、そして 2003
年 6 月インドネシア－日本間（共同宣言のみ）と、様々な国がインドネシアと覚書を結び、

支援に乗り出している。 
98 P. 38/Menhut-II/2009。その後、2011 年 P68 林業大臣令（P. 68/Menhut-II/2011）、2012
年 P45 林業大臣令（P.45/Menhut-II/2012）と二度改正されている。 
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4.2  木材合法性基準 

木材の合法性の基準は、2011 年に規則として定められている99。対象となっているのは、

天然林木材林産物利用事業許可（IUPHHK-HA）、産業造林木材林産物利用事業許可

（IUPHHK-HT）、生態系回復林木材林産物利用事業許可（IUPHHK-RE）、国有林内で地

域社会が管理している森林（造林地（HTR）、コミュニティ林（Hutan Kemasyarakatan, 
HKm）、村落林（Hutan Desa）、木材利用許可（IPK）、および一次、二次木材産業（IUIPHHK, 
IUI, TDI）である。 

 
基準にはソースごとに、1)検証基準（原則、基準、指標、検証対象）、2)検証ガイド（検

証方法、評価基準）が明記されている。また天然林、産業造林木材林産物利用事業許可保

有者、および国営林業公社（プルフタニ）に対しては持続可能な生産林管理（Pengelolaan 
Hutan Produksi Lestari, PHPL）基準も設けられている。 
 
4.3  木材合法性保証システム（ＳＶＬＫ） 

 
木材合法性保証システム（TLAS / SVLK）の設立により、マルチステークホルダーによ

るコンサルテーションを経て確立した合法性の定義に基づき、合法性証明済みの木材にラ

イセンスを発行することのできるシステムは整った。これによりインドネシアの輸出業者

はSVLKのもと、"V-legal license"を申請し、ライセンスの発行をしてもらうことができる。

SVLK の内容であるが、もともと存在していたが局所的にしか実施されていなかった認定・

認証制度や監査を、一括りの大きな国家認証制度として再構築したものである。再構築の

際には、新たに強化した機能等も加えられている。新たなシステムは、従来のシステムに

オンライントラッキングシステム（後述）が含まれ、さらに各関連機関による監査と認証

を強化したものである。 
 
まず、既存のシステムは、独立監査機関（LPI）が行っていた事業者審査、および、「BRIK

エンドースメント」と呼ばれる木材産業活性化機構（BRIK）が担保していた伐採地山土場

から輸出港までのサプライチェーンにおける各通過ポイントの在庫管理である。新たなシ

ステムはこの整合性確認作業（＝合法性証明）100に、オンライントラッキングシステム101を

                                                  
99 P.8/VI-BPPHH/2011 
100 全国木材組合連合会（違法伐採総合対策推進協議会）『インドネシアにおける合法性証

明の実態調査報告書：平成 18 年度林野庁補助事業違法伐採総合対策推進事業合法性・持続

可能性証明木材供給事例調査事業』（2007 年 3 月） 
101 SI-PUHH（Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan）という二次元バーコード

技術を利用したトラッキングシステムが 2009 年 P8 林業大臣令（P.8/Menhut-II/2009）に

よって法制化されている（現在は 2014 年 P41 林業大臣令（P.41/Menhut-II/2014）に改正）。
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付加した上で、全体を整理統合している。さらに、適合性検証機関（Conformity Assessment 
Body / Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu, LVLK）や国家認証機関（ National 
Accreditation Body / Komite Akreditasi Nasional, KAN）による監査や認証体制を強化し

た。同時に、マルチステークホルダーによって合意形成された木材合法性基準を明文化し

た点も大きな変更点の一つである。 
 
新たなシステムの対象となるのは、1)国有林内事業権保有者（いわゆるコンセッション保

有者）、2)国有林内管理権保有コミュニティ、3)私有林／地、4)用途転換許可林、5)小規模

林業事業者（組合等）、6)個人事業主、7)丸太輸送業、8)一次・二次木材産業で、1)にのみ、

合法性検証に加え、持続可能性検証の義務が課されている102。 
 
このシステムを構成する主要アクターとして、以下の 3 つが挙げられる：国家認証機関

（KAN）、適合性検証機関（LVLK）、NGO 等の市民社会である。国家認証機関は ISO17011
に基づき設立される。2)適合性検証機関は ISO17021 と ISO/IEC Guide 65 に基づき国家認

証機関が認証する。主に国内の認証機関103や国際的な認証機関104であり、前述の BRIK も

そのうちの一つである。最後に NGO 等の市民社会であるが、市民社会は独立した第三者と

しての森林モニタリングを担当する。これは、VPA により導入された要素である。そのた

め独立森林モニタリングネットワーク（Jaringan Pemantau Independen Kehutanan, 
JPIK）が設立され、60 もの市民団体から構成されている105。ただし、市民社会によるモニ

タリングの実施にはまだ課題が残っているという106。 
 
 
 
                                                                                                                                                  
このシステムには2003年日イ共同宣言に基づく日本の技術協力の成果も一部活用されてい

る。以下サイトからオンラインでトラッキングが可能である；

http://puhh2.dephut.net:7778/pls/itts/home_default 
102 Presentation by the Ministry of Forestry of Indonesia. Indonesia’s Readiness to 
Supply World Market with Legal Timber from Sustainable Managed Forests: Updating 
SVLK/FLEGT-VPA Implementation. Market Business Dialogue on Indonesian Legal 
Timber Assurance (SVLK), held on Tuesday, 29 October 2013 at Indonesian Embassy, 
Tokyo. 
103 主なところは、スコフィンドやムトゥアグンレスタリなど。 
104 主なところは、SGS や TUV インターナショナルなど。 
105 Ministry of Forestry, et. al. (2013) SVLK: The Indonesian Credible Timber 
Assurance System towards the VPA implementation Briefing Notes August 2013 
Edition.  
106 SVLK の課題については、以下参照：Hoare, A. and Wellesley, L. (2014) Illegal Logging 
and Related Trade: The Response in Indonesia, Chatham House 
(http://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/20141029
IllegalLoggingIndonesiaHoareWellesleyFinal.pdf) 
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図－2  インドネシアにおける合法性証明の流れ

 
資料：APP107 

 
SVLK の実施であるが、2013 年以降、以下の製品を扱う業者は SVLK の各規定に準拠す

ることが法的義務となっている：合板、製材、チップ、ベニヤ、単板積層材である。さら

に 2015 年 1 月以降は、以下の製品を扱う業者にも同様の義務が課されるようになっている: 
家具、木工製品、パルプ及び紙、である。二段階に分けられたのは、中小企業の進捗の遅

れによるものであるが、中小企業による実施については現在も懸念が残されている。中小

企業約 3500 社のうち、SVLK 認証を受けているのは 637 社である108。  
 
その他、主に NGO などが SVLK の重要な課題として挙げているものは多岐に渡ってい

る109。合法性の定義、認証基準と認証機関、伐採で影響を受けるコミュニティの人権や補

償、農地への転換に関わる許可証の発行、中小企業による進捗の遅れ、市民団体によるモ

                                                  
107 http://goho-wood.jp/yunyu/doc/131105-pre03.pdf 
108 Hoare, A. and Wellesley, L. (2014), p. 14 
109 例えば、以下参照：Hoare, A. and Wellesley, L.(2014); WWF, “Independent evaluation 
by NGOs reveals fundamental flaws in SVLK allowing certification of illegal and 
unsustainable timber products”（2014 年 3 月 18 日）

(http://www.wwf.or.id/en/news_facts/?uNewsID=32162) 
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ニタリングの実施について、などが含まれる。また、森林認証制度との関係についても、

重複認証のコスト面などの課題があり、今後の動きが注目される110。 
  
 
  

                                                  
110 ボルネオ・イニシアチブというオランダとインドネシアの森林保全を目的とする基金は、

FSC のコストを軽減するための SVLK と FSC のダブル認証をサポートしている。The 
Borneo Initiative Newsletter, October 2013 
(http://www.theborneoinitiative.org/client/borneo/uploads/newsletters/newsletter_oct_2
013.pdf) 
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第 5 章 欧米規制と第三者認証制度 

 
5.1  ＥＵ法の定める第三者認証制度の条件 

欧米の規制法では、第三者認証制度は、それ自体が DD の義務を満たすものとはみなさ

れないが、DD の一部として利用することができる。例えばＥＵ法のもとでは、DD の一部

としての第三者認証制度は以下の条件を満たすものと規定されている。下記は、(a) 以外は

監査とトレーサビリティーについてであり、第三者認証制度の性質から適合は比較的容易

な条件であるが、DD の一部として利用される場合には (a) にどう対応できるかがポイン

トと考えられる。 
 
別枠 5 施行法 No 607/2012 に規定される DD の一部としての第三者認証制度  
 
a.少なくとも適用法中にある要件をすべて含む（認証のための）要件の仕組みを設定し第三

者が利用できる  
b.適用法への準拠証明のため、現地調査を含む適切なチェックが第三者により 12 か月を超

えない定期的な間隔で行われるよう規定している 
c.適用法に準拠して伐採された木材（製品）を、市場に出る前のサプライチェーン中のいか

なる地点でも追跡できる、第三者の証明する手段を含む  
d.出処のわからない木材（製品）または適用法に準拠して伐採されていない木材（製品）を

サプライチェーン中に侵入させないための、第三者の証明する管理方法を含む  
  

施行法 No 607/2012 より筆者まとめ 
 
5.2 ＦＳＣ 

 
FSC は、欧米規制に合わせて 2011 年 6 月「管理木材制度の強化」動議 51 を採択し、FSC

認証材と混ぜてもよい非認証材である「管理木材」の基準を欧米の各規制と整合性を持つ

ものに強化し、「ナショナルリスクアセスメント（国別評価）」を導入することとなった。

これは実際にはリスク評価を実施する主体が、2014 年末までに認証取得者から各国の FSC
ナショナルオフィスに変わったことを意味している。その結果、それまで認証取得者によ

って実施されていたリスク評価111の結果はすべて無効となり、FSC インターナショナルに

よる国別評価が使用されることとなった。 
 

                                                  
111 FSC-STD-40-005 付属文書 2 に基づく。 
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FSC の管理木材に求められるリスク評価項目を、EU 法の DD の中で求められる違法性

リスクのチェック項目と比較したものは、以下の表にあるが、重複する可能性も大きい。 
 
表 4  FSC の挙げる管理木材の基準と EU 木材規制が求めるリスク評価主要項目 
FSC 管理木材のリスク評価項目112 ＥＵ法第 6 条（DD）の合法性のチェ

ック項目（該当の可能性のある部分） 
違法に伐採された木材 第 6 条にある全項目113 
伝統的権利、人権を侵害して伐採された木材 保有権や使用権などに関する第三者

の法的権利 
保護すべき価値の高い価値を有し、その価値

が施業活動によって脅かされている森林で

伐採された木材 

環境・森林に関する法律 

天然林の転換を目的とした伐採によって搬

出された木材 
環境・森林に関する法律 

遺伝子組み換え樹が植えられたエリアから

伐採された木材 
環境・森林に関する法律 

 
違法伐採リスクの評価：FSC ナショナルリスクアセスメントと「グローバルフォレストレ

ジストリ」 
 

FSC のナショナルリスクアセスメントは、上記の項目のリスクに関するデータベースで

ある、「グローバルフォレストレジストリ」がその基盤となる。これは FSC の他、認証団

体の Rainforest Alliance、そして前述の EU 木材規制の監督団体である NEPCon の共同

プロジェクトであり、以下のウェブサイトで確認できる：

http://www.globalforestregistry.org/。このサイトでは、国ごとに違法性・持続可能性のリ

スクを管理木材の基準である以下の 5 項目において「特定できないリスク」「低リスク」

に分けて評価している：(1)合法性、(2)伝統的権利および市民権、(3)保護価値の高い森林

（HCVF）、(4)森林転換（植林地または森林以外の用途）、(5)遺伝子組み換え植林。 
 
2015 年 3 月現在、19 か国のリスクアセスメントが承認されており、リスクアセスメント

が承認された国は以下である：オーストラリア、ベルギー、ブラジル、ブルガリア、チリ、

チェコ共和国、デンマーク、ドイツ、イタリア、日本、ニュージーランド、ポーランド、

ポルトガル、ルーマニア、ロシア、スペイン、スイス、ウクライナ、イギリス。 

                                                  
112 FSC の HP より：https://jp.fsc.org/316492970226408264482252228310.49.htm 
113合法的な境界内で木材を伐採する権利、伐採権や税金など木材に関する支払、環境・森

林に関する法律、保有権や使用権などに関する第三者の法的権利、貿易や税関 
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このデータベースの HP にある地図上の国をクリックすると、以下の図のような総合評

価を見ることができる。 
 

 
 
また、FSC による詳細な国別リスクアセスメントのファイルのリンクもあり、各国のリ

スクについてより詳しい内容が入手できる仕組みである。 
 
また、FSC は FSC 認証材を扱う事業者が EU 木材規制に準拠するためのガイドを発行し

ている114。さらに、民間団体であり EU の全加盟国で認められた監督団体の NEPCon が開

発した「リーガル・ソース」という DDS のツールについて、FSC 認証制度をこの DDS の

一部として使用するという仕組みを勧めている115。「リーガル・ソース」は 2013 年の EU
木材規制の発効に先立ち発表されている116。このツールについては後述しているが、合法

性認証制度ではなくあくまでも DD を行うためのツールである。ツールは、無視できない

                                                  
114 ガイドのリンクは以下：

https://ic.fsc.org/preview.eu-timber-regulation-implementation-guide-for-companies-tra
ding-fsc-certified-materials-in-the-european-unionrevised-versionseptember-2014.a-17
93.pdf 
115 FSC International, “Briefing document for operators importing FSC certified 
products and/or controlled wood material into the European Union (revised version)” 
(January 17, 2014)  
116 NEPCon HP 
(http://www.nepcon.net/newsroom/standard-legal-timber-sourcing-launched-ahead-eu-ti
mber-regulation) 
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リスクの特定と、それに対応するために情報収集などを含むリスク緩和措置を行うための

ものである。リーガル・ソースのガイドの仮訳は添付資料にある。 
 

5.3 ＰＥＦＣ117 

 
PEFC も FSC 同様、欧米規制に合わせて制度を改定している。FSC 同様、認証材に混入

させてもよい非認証材は「議論のある由来 (controversial sources)」のものであってはなら

ない。基準は主に、森林関連の国際・国内法への準拠、原産国における貿易や税関に関す

る法規制への準拠（森林セクターに関するもの）、遺伝子組み換え森林ベース有機物の使用

について、森林を他の植生タイプに転換すること（天然林の植林への転換を含む）、などに

関するものとなっている。 
 
欧米規制、特にＥＵ法に対応するため、PEFC はこれまでのリスクアセスメントのアプ

ローチを、高リスクの特定から「無視できるリスク」の特定へと変えている。同時に、こ

のリスクアセスメントを PEFC 独自の DDS に組み込んだ。今回、DDS は、認証保持者全

員が行わなければならないものとなり、さらに、PEFC 認証材にも適用しなければならな

いことになった。また、関連情報に関して、従来まではサプライヤーの自主申告を許可し

ていたが、新しいシステムでは情報へのアクセスと現地検証への同意をサプライヤーに求

めることとなった。 
 
5.4 ＮＥＰＣｏｎ リーガル・ソース 

 
前述の、NEPCon の DDS ツールであるリーガル・ソースは、欧米規制に適合しなけれ

ばならない企業の参考の一つとなる。ここでは、概観を簡単に紹介する。 
 
まず、リーガス・ソースでは、調達における DDS 中のプロセスを以下のように分けており、

段階的アプローチを取るとしている： 

                                                  
117 以下参照：PEFC Council, PEFC International Standard: Requirements for PEFC 
Scheme Users, PEFC ST 2002:2013 
(http://pefc.org/resources/technical-documentation/pefc-international-standards-2010/1
193-chain-of-custody-of-forest-based-products-requirements-pefc-st-2002-2013) 及び

PEFC Council, Chain of Custody for Forest-Based Products: Requirements PEFC ST 
2002:2013 
(http://pefc.org/resources/technical-documentation/pefc-international-standards-2010/1
193-chain-of-custody-of-forest-based-products-requirements-pefc-st-2002-2013) 及び 

PEFC Council, Chain of Custody for Forest-Based Products: Guidance for Use, PEFC 
GD2001-2014 
(http://www.pefc.fi/media/Standardit/PEFC_GD_2001-2014_Guidance_for_use_of_Chai
n_of_Custody_2014-06-23.pdf) 
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図－３ 合法調達段階ごとプロセスの概観 
 
リーガル・ソースのガイドライン文書では、上記の DD の各過程を一つ一つどのような

ステップで行っていけばよいかが示されており、具体的な内容も詳細にわたっている（添

付資料）。 
 
さらに、リーガル・ソースでは、実際に事業者が利用できるひな形などの各ツールが 1

セットになっており、一式で DD を実施できるようにする仕組みとなっている。NEPCon の
ウェブサイト上にある、ツールに含まれる文書のリストとツールの説明は、添付資料にあ

る。 
 
DD を行う上で照らし合わせる合法性の基準は欧米規制と整合性を持つものとなってい

る118。  

                                                  
118  
http://www.nepcon.net/sites/default/files/Files/LegalSource/DDS/LS-02-LegalSource-Sta

・合法調達へのコミットメント 
・責務遂行能力の確立と保証 
・手順の確立 
・監視の実行 ・サプライチェーンと商品の範囲の定義

・サプライチェーン情報の記録 
・追加のサプライチェーン情報の収

集 

・サプライチェーン情報の評価 
・リスクの可視化→森林レベル、サプ

ライヤーレベル、CoC 
・可視化されたリスクの特定

・リスク緩和策の確立 
・サプライチェーンの関連性 
・リスク緩和策の実行 
・苦情への対処 

 

 
１品質保証 

 

2 サプライチェー

ンマネジメント 
4 リスク緩和 3 リスクアセスメント
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第 6 章 海外植林のナショナルリスクアセスメントの開発手法 

 
6.1 製紙業界の違法伐採問題への取組み119 

日本製紙連合会は、2006 年 3 月に「違法伐採問題に対する日本製紙連合会の行動指針」

を策定し、業界全体として違法伐採問題に取り組んできている。また 2007 年 3 月にはよ

り大きな枠組みである「環境に関する自主行動計画」を改定し、違法伐採対策を要素とし

て盛り込んだ。さらに、この自主行動計画終了後の 2012 年 4 月に策定された「環境行動

計画」においても、違法伐採対策は引き続きその一環として位置づけられている。 
  
さらに、2007 年度からは、「違法伐採対策モニタリング事業」のもと、会員企業の自主

的な取り組みに加え、日本製紙連合会が会員企業の違法伐採対策をモニタリングしてきて

いる。またモニタリング結果は、学識経験者、消費者団体、監査法人関係者等で構成され

る第三者委員会による監査を受けている。 
  
6.2 製紙業界の原料調達の現状 

 日本の 2013 年の紙・板紙合計の生産量は 2,624 万 t、製紙原料消費量は 2,666 万 t で
あった。原料構成比で見ると、古紙が 1,704 万 t (63.9％)、パルプが 959 万 t (36.0％)、
その他繊維素が 3 万 t (0.1％)となっている。パルプのうち、国産パルプが 793 万 t で 全
体の 29.8％であり120、輸入パルプは 166 万 t で全体の 6.2％を占める。 
 
以下の表は、日本の紙セクターによるチップの輸入状況を示したものである。 

 
  

                                                                                                                                                  
ndard-V2-1.pdf 
 
119 日本製紙連合会『製紙業界の違法伐採対策の取り組み状況について（2013 年度）』

(https://www.jpa.gr.jp/file/release/20150106060254-1.pdf) 
120 植林木チップ由来のパルプが 525 万 t （19.7％）、製材残材チップ由来のパルプが 
1763 万 t （6.6％）、天然木チップ由来のパルプが 93 万 t （3.5％）となっている。 
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表 6 日本の紙セクターによる輸入状況 

 
日本税関資料より121 

 
日本へのチップの主要輸出国は、オーストラリア、チリ、南アメリカ、タイ、ベトナム

などである。このうちチップの関しては、日本がオーストラリア、ブラジル、チリ、南ア

フリカの輸出相手となっている。 
 
6.3 植林の合法性・持続可能性 

 
製紙業界全体として、天然林ではなく植林からの原材料調達が増加してきており、日本

製紙連合会は「環境行動計画」において、2020 年度までに国内外の植林地を 80 万 ha へ
拡大するという目標を掲げている。ただ、その際に注意すべきことが、世界的なスタンダ

ードから見た現地の生物多様性やコミュニティへの影響などを含めた関連法への準拠、つ

まり欧米規制のもとの合法性を確保できるか否か、である。 
 
日本の製紙企業は現在、植林跡地、牧草地、荒廃地等の無立木地において積極的に海外

植林を推進している。2013 年末時点では前年比で 2 年連続減少しているものの、オセア

ニア、南米、アジア、アフリカの 10 ヶ国で 34 プロジェクトが存在しており、その面積

は 47.9 万 ha に達している122。 
 

                                                  
121 Compiled by James Hewitt, "Trade Statistics of Japan" 
(http://www.customs.go.jp/toukei/info/tsdl_e.htm)  
122 これによって、国内外で所有又は管理する植林面積は 62.6 万 ha となっている。 
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第１章で述べた通り、紙パルプ用の植林への転換は、森林破壊の二大原因の一つに挙げ

られている。これは、紙の消費量が世界的に増えたことがあり、2011 年には、世界の紙・

板紙生産は 3 億 99 百万トンにのぼっている123。よって、世界の森林破壊の植林に関連する

土地転換の合法性と、それに伴い植林に由来する木材の合法性が、世界的に見て新たに見

直されている傾向がある。例えば、森林から違法に転換された植林に由来する木材につい

て、正式な「合法化プロセス」を持ち実施している国は非常に少ない（例えばブラジルで

は違法に植林地へ転換された場合、当事者に対しそれを森林に戻すよう求めることができ、

罰則を適用することもできる）124。 
 
日本の製紙企業の植林地のうち、9 か所を除くとすべて 1994 年以降に植林が始まってい

る125。例えば FSC は 1994 年以降の植林については認証を認めないが、これは FSC の設立

年と関わっているだけの理由であり、正当性については疑問が残る。しかし、多くの NGO
は土地転換に関わる合法性とともに、地域住民の権利、周辺地域も含めた生物多様性の損

失、遺伝子組み換え植林などの問題を指摘している。これらの要素はまた、例えば EU 木

材規制では合法性に関わるとして挙げられている点であり（第三者の権利、環境に関する

法規制はリスクアセスメントのチェック項目に入っている）、今後、日本から、あるいは海

外から直接、EU や米国に輸出する場合、考慮しなければならない可能性のある要素である。 
 
6.4 違法リスクを特定するリスクアセスメントツールとしてのデューディリジェンスシ

ステム（ＤＤＳ） 

これまでの内容を整理すると、今後、欧米規制への適合を視野に入れた DDS の特徴は、

以下のようになると考えられる： 
 
基本的なステップ：情報へのアクセス、リスクアセスメント、リスク緩和 
 
リスクの存在するカテゴリー：原産国の法規制への準拠の有無、輸送も含めたサプライチ

ェーンの管理、木材の管理システム（非合法材の混入） 
 
◎ 情報へのアクセスの手段 
基本的な情報はもちろん、その他にもいつどのような情報が必要となるかわからないため、

サプライヤーに対して情報へのアクセスに合意してもらう必要がある。 

                                                  
123 Noguerón, et. al. (2013) Case Study: Untangling the Paper Chain: How Staples is 
Managing Transparency with Suppliers, World Resources Institute 
(http://www.forestlegality.org/sites/default/files/WRI12_IssueBrief_Staples_Final_0.pdf) 
124 Hoare, A. (2015) 
125 日本製紙連合会（2014）『平成 25 年度海外植林地における生物多様性配慮に関する調

査・研究報告書』（委託先：一般社団法人海外産業植林センター） 
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◎「無視できるリスク」の特定 
各規制や認証制度の DD は、高リスクを特定し高リスク材をサプライチェーンから排除す

るというアプローチから、「無視できるリスク」であるかどうかを特定し、無視できれば調

達、できなければリスク緩和措置を取る、あるいは調達しない、というアプローチへと変

わっている。つまり、無視できるリスク、と判断される場合以外はすべて、何らかのリス

ク緩和措置が必要ということである。 
 
◎ 合法性証明文書の信頼性も含めたリスクアセスメント 
違法伐採のリスクが高い地域、ガバナンスが脆弱で汚職の蔓延する原産国など、リスクが

無視できない場合には文書があってもさらにチェックが必要 
 
最も難しいと考えられるのが、ＥＵ法で言うところの「適用法」の範囲の特定である。

これについては、例えば以下を参考とすることが考えられる： 
 
◎ VPA を締結した国で整理・特定された法規制 
◎ オーストラリア政府の国別ガイドライン 
◎ FSC のナショナルリスクアセスメント 
 
また、リスクの評価については、これまで紹介したもの以外では、以下のツールが参考と

なる： 
 
◎ 腐敗認識指数（ＣＰＩ） 
 
汚職・腐敗防止活動を展開する国際ＮＧＯである、トランスペアレンシー・インターナ

ショナル（Transparency International: TI）が作成する、政府と民間の関係における腐敗

度を数値化したランキング。各国の公務員や政治家などが企業や個人からの賄賂などの不

正行為に応じるかどうか、など腐敗度を調査と評価によって数値化しており、日本でも多

くの企業が利用している126。DD のコンテクストで言えば当然、腐敗度の高い国では社会的

リスク（伐採権の発行に関わる汚職や人権侵害など）が高くなるということである。 
 
  

                                                  
126 2014 年度版は以下のリンクにある：http://www.transparency.org/cpi2014 
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◎ グローバル・フォレスト・ウォッチ 

 
 
森林破壊を防ぐことを目的に、世界の森林の現状をリアルタイムに近いタイミングでモ

ニタリングすることを目指して作られたデータベース。現在は、世界資源機関（World 
Resources Institute: WRI）が運営している。最新技術によって森林の状況がアップデート

され、さらに現地パートナーによる情報提供を反映する、インターアクティブなプログラ

ム。国別にプロフィールが載っており、森林関連事項全般に関する情報が幅広く記載され

ている。上記はインドネシアについてのページであるが、例えば森林の増減や森林破壊に

ついての「警告」件数などがわかる。 
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まとめと今後の課題 

 
 日本の製紙企業は、製紙原料の安定的な供給を確保するため、海外植林を積極的に推進

しており、２０１３年末における日本製紙連合会の会員企業の海外植林の実績は１０か国

で３４プロジェクト、４７万９千ヘクタールに達している。 
 
 しかるに、インドネシア、ブラジルなどの熱帯地域やロシアなどにおいては、十分に規

制されない農地開発や政治的腐敗による違法伐採が横行し、毎年多くの森林が破壊されて

いる。このため、ＥＵや米国などの先進国では違法伐採を根絶するために様々な施策が実

施されているものの、依然として深刻な問題であり、製紙産業を始めとする木材関連産業

においても違法伐採木材を排除することが強く求められている。 
 
このような状況において、日本の製紙企業が海外植林を展開し、そこで生産される木材

チップを、自社の製紙工場を始めとする需要先に供給するにあたっては、違法伐採行為の

ない持続可能な森林経営が行われている森林由来のものであるということを、ナショナル

リスクアセスメントを含むデューディリジェンス（DD）を行うことによって確認すること

が必須となってきている。 
 
現在、日本の製紙企業に責任ある原料調達として求められる合法性、持続可能性の確認

手続きについては、以下の３段階となっている。 
 
（１） グリーン購入法に基づく違法伐採対策 
 グリーン購入法の判断基準によって、政府調達については全て林野庁のガイドラインに

基づき合法性を確認しなければならないことになっている。このため、日本の製紙企業は、

①原料調達方針の策定、②樹種、数量、伐採地域、適用法令等の情報が掲載されたトレー

サビリティーレポート、③サプライヤー等の現地確認などを実施している。 
 
（２） 森林認証制度に基づく DD 
 ＦＳＣ、ＰＥＦＣ、ＳＧＥＣなどの森林認証制度においては、合法性、持続可能性が確

認されている森林認証材に加えて、非森林認証材の部分についても、ＴＩの腐敗指数やＦ

ＳＣのナショナルリスクアセスメントなどを確認することによって DD を実施している。

この取り組みについては森林認証審査機関による第三者監査を受けている。 
 
（３） ＥＵ木材規制法等に基づく DD 
 世界各国では違法伐採対策のより一層の推進を図るため、ＥＵではＥＵ木材規制法、米
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国ではレイシー法、オーストラリアでは違法伐採禁止法などの法規制が実施されており、

それぞれの国の木材輸入業者はこれらの法律に基づいた DD を行わなければならないこと

になっている。ＥＵ、米国等に紙製品や木材チップを輸出しようとする日本の製紙企業は、

このような規制による DD に対応した情報提供や供給体制の整備を求められることになる。

その際には、（１）及び（２）の対応も含まれるが、それだけでは不十分である。 
 
 このような状況において、日本の製紙企業としては、世界的な違法伐採対策の動向によ

り将来的に（３）の対応も必須になっていくという考えのもと、（１）、（２）及び（３）に

ついては重複する内容も多いことから、そのすべてを満足させるナショナルリスクアセス

メントも含めた DD のシステムを構築することが、責任あるサプライチェーン・マネージ

メントの確立と業務の効率化の観点から望ましいということができる。 
 
 このため、日本製紙連合会としては、業界で共有できるナショナルリスクアセスメント

手法を開発するとともに、リスクアセスメント、リスクミティゲーション、第三者監査な

どに関する合法性、持続可能性を確認する DD のガイドラインを策定することが求められ

ている。 
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127 EFI のウェブサイトより： 
http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/23310/Japanese%20Translation%20of%20t
he%20EU%20Timber%2 
 
r%20Regulation 
129 調査チーム仮訳 
 全国木材組合連合会のウェブサイトより： 
http://www.goho-wood.jp/reference/doc/reference_data2012_2.pdf 
130 APHIS のウェブサイトより：

http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/downloads/declarationform.pdf 
131全国木材組合連合会のウェブサイトより：

http://www.goho-wood.jp/reference/doc/reference_data2012_1.pdf 
132 グローバルフォレストレジストリ：http://www.globalforestregistry.org/ 
133 
http://www.nepcon.net/sites/default/files/Files/LegalSource/DDS/DD-01-LegalSource-D
ue-Diligence-Guide-2014-06.pdf 
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 添付資料 1．ＥＵ木材規制  
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 添付資料 2. ＥＵ木材規制ガイダンス文書 ＤＤ関連部分仮訳 

 
1. 「市場に出荷する」の定義  
 

関連法: EU 木材規制 第 2 条 定義 
 
（b）「市場に出荷する」とは、商業活動の中で流通または使用を意図して木材または 木
材製品を最初に域内市場に供給すること を意味しており、その方法や販売に用いる 技
術は問わず、また対価を受け取るか無料 かを問わない。また、遠距離契約に関する 消
費者の保護に関する  1997 年  5 月  20 日の  欧州議会および欧州理事会指令

97/7/EC(3) の定める遠距離コミュニケーションによる 供給も対象となる。すでに域内

市場に出回 っている木材または木材製品を用いて製造 した木材製品を域内市場に供

給することは、 「市場に出荷する」ことに該当しない。 
 
上記の定義には、「供給」は以下の場合でなければならないと明確に述べている：  
 
• 域内市場に ： ということは、EU 内で収穫されたものであれ、輸入され自由流通を

税関で許可されたものであれ、木材は物理的に EU 内になくてはならない。製品は税関

同盟地帯に入る以前は「EU 製品」扱いとはならない。特別税関手続きの対象となる物

品（例：一時輸入；内部加工；税関管理下での加工；税関倉庫；自由地帯など）、輸送

中物品、再輸出用物品は、「域内市場に出荷する」とはみなされない。 
 
• 最初に： EU 市場にすでに出荷されている製品は対象とならず、またすでに市場に

出荷された木材製品に由来する製品についても同様である。製品を最初に市場に持ち込

むという行為は、EU 木材規制の適用開始（2013 年 3 月 3 日）以降、市場に出荷され

る個々の製品について対象となり、新製品や新しい品目の取り扱いの開始を指すもので

はない。さらに、市場に最初に出荷するという行為は、単一製造か連続製造かに関わら

ず、製品の種類ではなく個々の製品それぞれについて対象となる。 
 
• 商業活動の中で：加工目的、または商業・非商業活動を問わず消費者への流通目的、

または自らの事業における使用目的。よって EU 木材規制は商業活動を行わない消費者

には規制を課さない。 
 
上記の要素はすべて同時に存在しなければならない。よって、「域内への出荷」とは、

事業者が、木材あるいは木材製品を、自らの商業活動の中で流通あるいは使用目的のた

めに、最初に EU 市場で入手することを可能にした時に起こるとして理解されるべきで
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ある。事業者とは何かを明確に、論理的に、統一して特定するためには、木材がどう

EU 市場で入手可能にされたかに従って事業者を定義する必要があるが、それは木材が

収穫されたのが EU 内かそれとも EU 外かによって変わってくる。木材が商業活動の中

で最初に EU 域内で収穫される場合、あるいは最初に EU 域内に輸入される場合、事業

者の定義として以下が適用される： 
 
(a) EU 域内で収穫された木材に関しては、その木材を収穫した後に流通あるいは使用

する存在が事業者である 
 
(b)(i) EU 域外で収穫された木材に関しては、木材が EU 内の税関当局に自由流通を許

可された時、輸入者の役割を果たしている存在が事業者である。ほとんどの場合、輸入

者は税関申告書（単一行政書類）の枠 8 中にある「荷受人」の名目または番号で特定さ

れる。  
 
(b)(ii) EU 域外に輸入された木材に関しては、事業者の定義は製品の所有、または他の

契約上の取決めには影響されない。 
 
すべての事業者は、EU 域内に拠点を置くか否かに関わらず、違法に収穫された木材の

市場への出荷の禁止規則と、デューディリジェンスを行う義務を遵守しなければならな

い。  
 
市場への出荷の実際の例の概要は、付属書 I にある。  
 
EU 木材規制には遡及効力はない。よって、禁止規則は、2013 年 3 月 3 日に発効した

時点以前に出荷された木材および木材製品には適用されない。しかし事業者は管轄官庁

のチェックを受けた場合、デューディリジェンス制度を確立し 2013 年 3 月 3 日時点で

その制度が運用されていたことを証明できるようにしておく必要がある。したがって事

業者がその日付の以前および以後の供給物品を特定できるようにしておくことは重要

である。また、取引業者のトレーサビリティーの義務も、同じ日付から適用される。 
 
2. 無視できるリスクの定義  
 
関連法: EU 木材規制 第 6 条 デューディリジェンス 

 
（c）（b）項で示したリスク評価手続きにおいて特定されたリスクが無視できる程度で

ある場合を除き、リスク軽減に向けた手続き。リスクを効果的に最小限にする上で適切

83



 

かつ釣り合いの取れた数々の対策・手続きが用いられ、追加的な情報・文書や第三者に

よる認証が求められる場合がある。 
 
デューディリジェンスは、事業者に、十分なリスクアセスメントを行うための、木材及

び木材製品、さらに、サプライヤーに関する情報の収集を義務付けている。第 6 条のも

と評価が義務付けられている情報は以下の二つのカテゴリーに分けられる。  
 
• 第 6 条(1)(a) ：木材および木材製品自体に関する特定の情報：品目、原産国（また、

当てはまる場合には地域や伐採地）、サプライヤーと取引業者、適用法への準拠を示す

文書。  
 
•第 6 条(1)(b) 製品を評価するために必要な情報全般：特定の樹種の違法伐採の蔓延、

伐採地における違法伐採の蔓延、サプライチェーンの複雑さなどに関する特定の情報 
 
全般的な情報は事業者がリスクのレベルを評価するのに必要な背景を提供する一方で、

製品に特化した情報は木材製品そのものに関連するリスクを特定するのに必要である。

このことは、全般的な情報がリスクの可能性があることを示唆している場合、製品に特

化した情報を集めることに特に注意を払う必要がある、ということを意味する。もし製

品が複数の木材ソースに由来している場合、各要素または樹種のリスクを評価する必要

がある。リスクのレベルは多くの要素が関係するため、個別にしか評価することができ

ない。単一的に認められたリスクアセスメントの制度は存在しないものの、全般的な規

則として事業者は以下の疑問点を解決しなければならない： 
 
・木材はどこで伐採されたか？木材が由来する国、あるいは地方、あるいは伐採地にお

いて、違法伐採の蔓延が存在しているか？関連する特定の樹種に、違法伐採のリスクが

あるか？木材の輸出入に対して、国連安全保障理事会あるいは欧州連合による制裁が課

されていないか？ 
 
・ガバナンスのレベルに関する懸念が存在していないか？ガバナンスのレベルの低さは

適用法への準拠を示す文書の信頼性を損ねる場合がある。よって、その国の汚職のレベ

ル、事業上のリスクの指標、あるいはガバナンスの指標を検討すべきである。 
 
適用法への準拠を示す文書がすべてサプライヤーから提供されているか、また、立証可

能か？文書がすべて準備されている場合、製品のサプライチェーンが確立している可能

性はより高くなる。文書が本物であり信頼できるという、根拠のある自信を持てるか。 
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・サプライチェーン中のいかなる企業であれ、違法伐採に関連する行為への関与が示さ

れていないか？違法伐採に関連する行為に関与した企業から購入した木材は、違法伐採

に由来する可能性がより高い。 
 
・サプライチェーンは複雑でないか？（４） サプライチェーンが複雑であるほど、製

品中の木材の由来を伐採地点まで遡って追跡することが難しい。サプライチェーン中の

どの地点であれ、必要な情報を入手できない場合、違法伐採由来の木材がサプライチェ

ーンに混入するリスクが高くなる可能性がある。 
 
無視できるリスクとは、製品に特化した情報と全般的な情報を十分に評価した後、懸念

の原因が見当たらない場合にサプライチェーンに関してそう言えると理解されるべき

である。  
 
リスクアセスメントの基準は網羅的ではない；事業者が製品中の木材が違法伐採に由来

するかどうかを特定するのに役立つ場合、あるいは逆に、合法伐採の証明に役立つ場合

には、自分で基準を付け加える場合もあると考えられる。 
 
（注４）「サプライチェーンの複雑さ」については第 3 項を参照。 

  
3． 「サプライチェーンの複雑さ」について補足説明 
 
関連法: EU 木材規制 第 6 条 デューディリジェンスシステム 
 
（b） 違法に伐採された木材あるいは違法 伐採の木材に由来する木材製品が市場に出荷

されるリスクを事業者が分析・評価できるようにするリスク評価手続き。 
 
この手続きでは、（a）項に示した情報の他、 以下のような関連するリスク評価基準を考

慮に入れる必要がある。 
 
 
サプライチェーンの複雑さは、EU 木材規制第 6 条中のリスクアセスメント基準の一つに明

確に挙げられており、デューディリジェンス中のリスクアセスメントおよびリスク緩和措

置の部分に関係する。 
 
この基準の基盤となる論拠は、木材を伐採地点（原産国、および、当てはまる場合には地

域および伐採地）まで追跡することは、サプライチェーンが複雑である場合にはより難し
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いということである。しかし、リスクを増加させる要因はサプライチェーンの長さではな

い。問題は製品中の木材を伐採地点まで追跡できるか否かという点である。サプライチェ

ーンの複雑さによってEU木材規制第 6条(1)(a)および(b)が義務付けている情報を特定する

ことが難しい場合、リスクのレベルは増加する。サプライチェーン中に特定できない部分

が存在する場合には、リスクは無視できないと結論付けられる可能性がある。 
 
サプライチェーンの複雑さは、伐採地点と事業者の間に多くの加工業者や中間業者がいる

場合には増加する。また、製品に一つ以上の樹種や木材ソースが使用される場合も同様で

ある。サプライチェーンの複雑さを評価するために、事業者は下記の質問リストを利用す

ることもできる。ただし下記の質問は義務ではなく、またそれに限られるものでもない： 
 
・その木材製品の EU 市場への出荷より以前に、サプライチェーン中に複数の加工業者や

過程が存在しているか？ 
 
・EU 市場への出荷より以前に、木材および木材製品が一つ以上の国において取引されてい

たか？ 
 
・EU 市場に出荷される製品中に含まれる木材に、一つ以上の樹種が含まれているか？  
 
 
・EU 市場に出荷される製品中に含まれる木材は、異なるソースに由来するか？ 
 
4. 木材の適用法への準拠を示す文書の条件に関して 
 

関連法: EU 木材規制  
 
第 2 条  
（f）｢合法的に伐採された」とは、伐採 国の適用法に基づき伐採されたことを意味

する。  
（g）｢違法に伐採された」とは、伐採甲 の適用法に違反して伐採されたことを意味

する。  
（h）｢適用法」とは、以下の分野を網羅 する、伐採国で適用される法律を意味する。

 
－ 法律に基づき公告された範囲内で木材を伐採する権利。  
－ 木材伐採に課せられる税金を含め、伐採権および木材に対する代金支払い。

－ 木材伐採。木材伐採と直接関係している場合、森林管理や生物多様性保全を
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含む環境・森林法も対象となる。 
－ 木材伐採により影響を受ける、利用および所有権に関する第三者の法的権

利。 － 林業分野に関連する取引および関税。 
 
第 6 条 デューディリジェンスシステム 
 

[···] 
 
（a） 事業者による市場への木材または木 材製品の出荷に関する以下の情報へのアク

セスを提供する措置・手続き。 
 
[···] 
 
－ その木材および木材製品が適用法を遵守していることを示す文書その他の情報。 
 
この義務の論拠は、合法伐採された木材について国際的に合意された定義が存在しないこ

とから、何が違法伐採の構成要素を定義する基礎は、木材が伐採された国の法律であるべ

きだというものである。EU 木材規制の第 6 条(1)(a)項の最後の条項で、デューディリジェ

ンス義務の一部として原産国の適用法への準拠を示す文書あるいはその他の情報を収集し

なければならないとしている。ただし、文書の収集はリスクアセスメントの目的のために

すべきであり、それ自体を義務と見なすべきではないことは注意すべきである。 
 
EU 木材規制は、国毎に異なり改訂の可能性もある特定の法律を指定するのではなく、多く

の法的分野を挙げることにより柔軟なアプローチを取っている。原産国における適用法へ

の準拠を示す文書やその他の情報を入手するために、事業者はまず特定の原産国における

法律にはどのようなものがあるかを知っておかなければならない。その過程において、事

業者は、欧州委員会と協力する加盟国各国の管轄官庁の支援を受けることが可能である。

（注 5）事業者はまた、監督団体（MO）のサービスを利用することもできる。MO のサー

ビスを利用しない場合、事業者は木材および木材製品が収穫された特定の国の森林セクタ

ーについて専門知識を有する団体の支援を受けることができる。 
 
文書やその他の情報の収集義務は、異なる国には異なる規制形態が存在し、必ずしも特定

の文書を発行する国ばかりとは限らないことから、広範囲に解釈されるべきである。よっ

て、管轄官庁の発行する公的文書を含む、という解釈が正しい；契約義務を証明する文書；

企業方針を示す文書；行動規範；第三者証明制度の発行する証明書、などである。 
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下記の表は、いくつかの実例を示しているが、あくまでも例として挙げているものであり

義務ではなく、また、これに限るものではない。 
 

証明する事項 文書 
1. 法的に決められた境界線内で

伐採する権利を証明する文書

一般的に文書・電子文書で入手可能。例えば土

地の所有権・利用権に関する書類、契約書、伐

採契約書など。  
2. 木材伐採に関する税金を含

む、伐採権や木材に関する支

払 

一般的に文書・電子文書で入手可能。契約書、

銀行の文書、VAT 文書、公式領収書など。  

3．環境・森林に関する法律を含

む伐採に関する法律  
（木材伐採に直接関係する場

合、森林管理、生物多様性保

全を含む）  

公式な監査記録、環境適合証明、認可済み伐採

計画、ISO 証明、自主規範、強固な法的監視・

木材追跡と管理手続を証明する公的に入手可

能な情報、原産国当局が発行した公的文書な

ど。  
4．伐採により影響を受ける土地

利用や保有に関する第三者の

法的権利  

環境影響評価、環境管理計画、環境監査報告書、

社会的責任契約、保有権などに関する申立・対

立に関する個々の報告書  
5．森林セクターに関する貿易・

税関規則  
一般的に文書・電子文書で入手可能。契約書、

銀行の文書、貿易記録、輸出入ライセンス、輸

出税の公的な領収書、輸出禁止リスト、輸出割

当授与など。 
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 添付資料 3. 米国レイシー法 
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 添付資料 4. 米国輸入申告書 
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  添付資料 5.オーストラリア違法伐採禁止法 
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添付資料 6.  ＦＳＣナショナルリスクアセスメント仮訳 

（オーストラリア、ブラジル、チリ）（項目別のリスク判定のみ） 
 

 
オーストラリア 総合：特定できないリスク（赤） 
合法性 
 

原産地は、以下の森林ガバナン

スに指標がすべて存在する場

合、違法伐採に関しては低リス

クであると考えられる。 

特定できな

い リ ス ク

（赤） 

1.1 該当地域における関連法の取締り

の証拠 
 緑 

1.2 該当地域において、厳密で効果的な

ライセンスと伐採許可証の授与のため

のシステムを含め、伐採の合法性と木材

購入の合法性を証明する証拠がある 

 緑 

1.3 該当地域において違法伐採の証拠

あるいは報告が、ほとんどあるいは全く

ない 

 緑 

1.4 伐採権の授与または発行、あるいは

伐採や木材取引に関する法取締の他の

分野に関連する汚職があるという認識

は低い 

 緑 

2. 伝統的権利・市民権 
原産地は、以下の指標がすべて

存在する場合、伝統的権利、市

民権、及び集団的権利に関して

は低リスクであると考えられ

る 

低 リ ス ク

（緑） 

2.1 該当国に関して、国連安全保障理事

会による木材輸出の禁止制裁がない 
 緑 

2.2 該当国または地域が、紛争木材のソ

ースとして指定されていない（例：米国

際開発庁タイプ１紛争木材） 

 緑 

2.3 該当地域の森林において、児童労働

や国際労働機関（ILO）の「労働におけ

る基本的原則及び権利[に関する ILO 宣

 緑 
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言]」に違反している証拠が存在しない 
2.4 利用権、文化上の利点、または伝統

的文化的アイデンティティーを含む伝

統的権利に関して相当な規模の紛争を

解決するための認識された衡平なプロ

セスが存在している 

 緑 

2.5 該当地域の森林において、先住民族

及び種族民に関する ILO169号条約への

違反の証拠が存在しない 

 緑 

3. 保護価値の高い森林 
原産地は、以下の場合、保護価

値の高い森林への脅威に関し、

低リスクであると考えられる： 
a) 指標 3.1 の条件に適合する

場合：b) 指標 3.2 が、3.1 に適

合しないことにより原産地に

及ぼす脅威を消滅させる（また

は大きく緩和する）場合 

特定できな

い リ ス ク

（赤） 

3.0 特定できないリスクに関係する可

能性のある基準（2 種類） 
生物多様性ホットスポット 
WWF のグローバル 200. 

 

3.1 関連レベルにおける（エコリージョ

ン（生体域）、サブ・エコリージョン、

ローカル）森林管理活動がエコリージョ

ン上重要な保護価値に脅威を与えない 

  

3.2 該当エコリージョンにおける高い

保護価値の存続を確実にする強固な保

護システム（効果的な保護区や法律）が

存在する 

  

4. 土地転換 
原産地は、以下の指標が存在す

る場合、森林の植林あるいは森

林以外の利用への転換に関し、

低リスクであると考えられる 

特定できな

い リ ス ク

（赤） 

4.1 該当エコリージョンにおいて、天然

林及びサバンナなど他の天然林生態系

の純喪失が全くなく、しかも、損失の割

合が大きくない（年に 0.5%未満） 
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5. 遺伝子組換え樹木 
原産地は、以下の指標の一つで

も適合する場合、遺伝子組換え

樹木に関し、低リスクであると

考えられる 

低 リ ス ク

（緑） 

5.1  
該当国や該当地において、関連樹種の遺

伝子組換え樹木の商業利用がない 

  

5.2 遺伝子組換え樹木の商業利用にラ

イセンスが義務付けられており、商業利

用のためのライセンスは存在しない 

  

5.3 該当国において遺伝子組換え樹木

を利用することが禁止されている 
  

 
ブラジル 総合：特定できないリスク（赤） 
合法性 
 

原産地は、以下の森林ガバナン

スに指標がすべて存在する場

合、違法伐採に関しては低リス

クであると考えられる。 

特定できな

い リ ス ク

（赤） 

1.1 該当地域における関連法の取締り

の証拠 
 赤 

1.2 該当地域において、厳密で効果的な

ライセンスと伐採許可証の授与のため

のシステムを含め、伐採の合法性と木材

購入の合法性を証明する証拠がある 

 赤 

1.3 該当地域において違法伐採の証拠

あるいは報告が、ほとんどあるいは全く

ない 

 赤 

1.4 伐採権の授与または発行、あるいは

伐採や木材取引に関する法取締の他の

分野に関連する汚職があるという認識

は低い 

 赤 

2. 伝統的権利・市民権 
原産地は、以下の指標がすべて

存在する場合、伝統的権利、市

民権、及び集団的権利に関して

特定できな

い リ ス ク

（赤） 
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は低リスクであると考えられ

る 
2.1 該当国に関して、国連安全保障理事

会による木材輸出の禁止制裁がない 
 緑 

2.2 該当国または地域が、紛争木材のソ

ースとして指定されていない（例：米国

際開発庁タイプ１紛争木材） 

 緑 

2.3 該当地域の森林において、児童労働

や国際労働機関（ILO）の「労働におけ

る基本的原則及び権利[に関する ILO 宣
言]」に違反している証拠が存在しない 

 赤 

2.4 利用権、文化上の利点、または伝統

的文化的アイデンティティーを含む伝

統的権利に関して相当な規模の紛争を

解決するための認識された衡平なプロ

セスが存在している 

  

2.5 該当地域の森林において、先住民族

及び種族民に関する ILO169号条約への

違反の証拠が存在しない 

  

3. 保護価値の高い森林 
原産地は、以下の場合、保護価

値の高い森林への脅威に関し、

低リスクであると考えられる： 
a) 指標 3.1 の条件に適合する

場合：b) 指標 3.2 が、3.1 に適

合しないことにより原産地に

及ぼす脅威を消滅させる（また

は大きく緩和する）場合 

特定できな

い リ ス ク

（赤） 

3.0 特定できないリスクに関係する可

能性のある基準（2 種類） 
生物多様性ホットスポット 
WWF のグローバル 200. 

 

3.1 関連レベルにおける（エコリージョ

ン（生体域）、サブ・エコリージョン、

ローカル）森林管理活動がエコリージョ

ン上重要な保護価値に脅威を与えない 

  

3.2 該当エコリージョンにおける高い

保護価値の存続を確実にする強固な保
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護システム（効果的な保護区や法律）が

存在する 
4. 土地転換 

原産地は、以下の指標が存在す

る場合、森林の植林あるいは森

林以外の利用への転換に関し、

低リスクであると考えられる 

特定できな

い リ ス ク

（赤） 

4.1 該当エコリージョンにおいて、天然

林及びサバンナなど他の天然林生態系

の純喪失が全くなく、しかも、損失の割

合が大きくない（年に 0.5%未満） 

  

5. 遺伝子組換え樹木 
原産地は、以下の指標の一つで

も適合する場合、遺伝子組換え

樹木に関し、低リスクであると

考えられる 

低 リ ス ク

（緑） 

5.1 該当国や該当地において、関連樹種

の遺伝子組換え樹木の商業利用がない 
  

5.2 遺伝子組換え樹木の商業利用にラ

イセンスが義務付けられており、商業利

用のためのライセンスは存在しない 

  

5.3 該当国において遺伝子組換え樹木

を利用することが禁止されている 
  

 
 
チリ 総合：特定できないリスク（赤） 
合法性 
 

原産地は、以下の森林ガバナン

スに指標がすべて存在する場

合、違法伐採に関しては低リス

クであると考えられる。 

特定できな

い リ ス ク

（赤） 

1.1 該当地域における関連法の取締り

の証拠 
 赤 

1.2 該当地域において、厳密で効果的な

ライセンスと伐採許可証の授与のため

のシステムを含め、伐採の合法性と木材

購入の合法性を証明する証拠がある 

 赤 
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1.3 該当地域において違法伐採の証拠

あるいは報告が、ほとんどあるいは全く

ない 

 赤 

1.4 伐採権の授与または発行、あるいは

伐採や木材取引に関する法取締の他の

分野に関連する汚職があるという認識

は低い 

 緑 

2. 伝統的権利・市民権 
原産地は、以下の指標がすべて

存在する場合、伝統的権利、市

民権、及び集団的権利に関して

は低リスクであると考えられ

る 

Unspecifie
d risk（赤）

2.1 該当国に関して、国連安全保障理事

会による木材輸出の禁止制裁がない 
 緑 

2.2 該当国または地域が、紛争木材のソ

ースとして指定されていない（例：米国

際開発庁タイプ１紛争木材） 

 緑 

2.3 該当地域の森林において、児童労働

や国際労働機関（ILO）の「労働におけ

る基本的原則及び権利[に関する ILO 宣
言]」に違反している証拠が存在しない 

 赤 

2.4 利用権、文化上の利点、または伝統

的文化的アイデンティティーを含む伝

統的権利に関して相当な規模の紛争を

解決するための認識された衡平なプロ

セスが存在している 

 緑 

2.5 該当地域の森林において、先住民族

及び種族民に関する ILO169号条約への

違反の証拠が存在しない 

  

3. 保護価値の高い森林 
原産地は、以下の場合、保護価

値の高い森林への脅威に関し、

低リスクであると考えられる： 
a) 指標 3.1 の条件に適合する

場合：b) 指標 3.2 が、3.1 に適

合しないことにより原産地に

特定できな

い リ ス ク

（赤） 
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及ぼす脅威を消滅させる（また

は大きく緩和する）場合 
3.0 特定できないリスクに関係する可

能性のある基準（2 種類） 
生物多様性ホットスポット 
WWF のグローバル 200. 

 

3.1 関連レベルにおける（エコリージョ

ン（生体域）、サブ・エコリージョン、

ローカル）森林管理活動がエコリージョ

ン上重要な保護価値に脅威を与えない 

  

3.2 該当エコリージョンにおける高い

保護価値の存続を確実にする強固な保

護システム（効果的な保護区や法律）が

存在する 

  

4. 土地転換 
原産地は、以下の指標が存在す

る場合、森林の植林あるいは森

林以外の利用への転換に関し、

低リスクであると考えられる 

特定できな

い リ ス ク

（赤） 

4.1 該当エコリージョンにおいて、天然

林及びサバンナなど他の天然林生態系

の純喪失が全くなく、しかも、損失の割

合が大きくない（年に 0.5%未満） 

  

5. 遺伝子組換え樹木 
原産地は、以下の指標の一つで

も適合する場合、遺伝子組換え

樹木に関し、低リスクであると

考えられる 

低 リ ス ク

（緑） 

5.1 該当国や該当地において、関連樹種

の遺伝子組換え樹木の商業利用がない 
  

5.2 遺伝子組換え樹木の商業利用にラ

イセンスが義務付けられており、商業利

用のためのライセンスは存在しない 

  

5.3 該当国において遺伝子組換え樹木

を利用することが禁止されている 
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略語 
 
CITES: Convention on International Trade in Endangered Species（絶滅のおそれのある

野生動植物の種の国際取引に関する条約） 
CoC: Chain of Custody（分別管理） 
CPI: Corruption Perception Index（腐敗認識指数） 
DD: Due Diligence（DD） 
DDS: Due Diligence System（DDS） 
EUTR: EU Timber Regulation（EU 木材規制） 
FLEGT: Forest Law, Enforcement, Governance and Trade program（森林法施行、ガバナ

ンス、貿易） 
FMU: Forest Management Unit（森林管理単位） 
GFR: Global Forest Registry（世界森林登録簿） 
TLAS: Timber Legality Assurance System（木材合法性保証システム） 
P4                                        
 
序論 
 
このガイドラインはシステムのツールやテンプレートの使い方を含む合法調達 DD システ

ム（DDS）の行い方を順を追って説明しています。 
NEPCon は登録監督機関であり、LegalSource プログラムは欧州委員会による評価と承認

を受けています。LegalSource DDS は効果的なツールやサービスの供給を通じて企業や団

体の DD 活動を支援することを目的とした、NEPCon の合法調達プログラムの一部です。 
LegalSource DDS はサプライチェーンから違法木材を排除しようとする世界の企業を支援

するため、NEPCon によって開発、共有されたフリーツールで構成されています。本シス

テムはオーストラリアの違法木材禁止法やアメリカのレイシー法、EU の木材規制法中の条

件をすべて満たすように設計されています。これらの法制度は 100%一致しているわけでは

ないものの、範囲や目的という点で大部分が共通しています。 
LegalSource 基準は基準となる DD 必要条件を設けることで LegalSource プログラム全体

の根幹を形成します。NEPCon は www.nepcon.net/legaltimber で利用できる LegalSource
基準や他の LegalSource DDS ツールと一緒にこのガイドラインを使うことを推奨します。 
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図 1：LegalSource プログラム構成要素 

 
注意：以下の記号は文書内で以下の目的で使われます。 

DD プロセスのある段階において役に立つ特定のツールを示す記号 

利用者へのガイダンスや特定の関連する情報の提供を示す記号 
 
注意：NEPCon LegalSource プログラムやそれと関連した DDS は違法に伐採され、輸送さ

れ、あるいは売買された木材製品を企業が売り、買い、あるいは調達するリスクを管理す

ることを目的としています。DDS の利用に対する責任は、システムを使う法的存在または

個人にあります。NEPCon はシステムの利用に対しては責任を負わず、また LegalSource 
DDS を使うことで起きた損失に対する責務は負いません。 
P5                                          
 
LegalSource DD システム概観 
 
LegalSource DD システムは合法基準の求める必要条件に基づいています。これらガイドラ

インは LegalSource 基準の必要条件を満たすことをサポートする DD を行う際、段階的な

アプローチを採用しています。 
NEPCon LegalSource DD プロセスは図２に示された通りです。 
 
 
 
 

必要条件

基準

ツール

デューデリ
ジェンスシ

ステム

監督ツール

報告書のテ
ンプレート

サービス

訓練

デューデリ
ジェンスサ

ポート

サプライヤ
ー評価

証書
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図 2 LegalSource 段階ごとプロセスの概観 
P6                                         
 

LegalSource DD ガイドライン 

Step1:全般条件 
DD は一貫したシステムや手順の実行を必要とします。それゆえに、LegalSource DDS に

は効果的な方法で開発・実行するシステムや手順であることを保証する多くのテンプレー

トが用意されています。以下の各段階でそれぞれのテンプレートが参照されています。利

用者は関係するすべての条件を満たせるよう LegalSource 基準を参照してください。 
 
Step1.1: 義務－木材調達方針の作成 
DD を行っていく際に基礎となる方針を作成してください。方針は上級責任者のサインを必

要とします。 
 

方針テンプレート DD－02 を使用し、組織内で適応させてください。 

・合法調達の約束 
・責務遂行能力の確立と保証 
・手順の確立 
・監視の実行 ・サプライチェーンと製品の範囲の

定義 

・サプライチェーン情報の記録 
・追加のサプライチェーン情報の収

集 

・リスク緩和策の確立 
・サプライチェーンの関連性 
・リスク緩和策の実行 
・苦情への対処 

１実行力保証 
2 サプライチェー

ンマネジメント
3 リスクアセスメント 4 リスク緩和 

・サプライチェーン情報の評価 
・リスクの可視化→森林レベル、サプラ

イヤーレベル、CoC 
・可視化されたリスクの特定 
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もし利用者が LegalSource 認証を必要としているなら、上級責任者のサインが必要

です。利用者は合法性が要素として含まれている限り、テンプレートにおける適用の範囲

を狭めることもできます。また、違うフォーマットの使用や、別の言語を使用することも

可能です。しかし、作成する方針は LegalSource 基準で必要とされている基本原則を満た

す必要があります。 
 
Step1.2:責任の明確化とスタッフのトレーニング 
自社の DD システムの適切な使用を確実にするため、関係者および職にある者に特定の活

動への責任を割り当ててください。DDS に関する総合的な責任も、一つの役職に割り当て

てください。 
 
各責任はその業務をこなすに十分な能力のある職または人に割り当てられるべきです。DD
システムを効率的に行うため、割り当てられた者は組織内における適切なサポートや十分

な権限を持つことが望ましくあります。これにより、サプライヤーや他の重要な行動を変

更することが必要となるかもしれません。 
 

スタッフの責任に関しては DD マニュアルテンプレート（DD－02）にて特定し文書

化しています。 
 
Step1.3 手順書の作成 
LegalSource 基準の全ての適用条件をカバーする工程表を作ります。上級責任者のサインも

必要です。 
 

下書きに DD マニュアルテンプレート（DD－02）を使用し、自社内で適応させて下

さい。 

もし利用者が LegalSource 認証を必要としているなら、上級責任者のサインが必要

です。 
 
Step1.4:達成度チェックの制度化 
LegalSource 基準にあるように LegalSource DD 必要条件を満たしたコンプライアンスを

チェックできるシステムを制度化します。システムは社内チェックとともに、適切な場合

にはサプライヤーのチェックを含むべきです。 
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もし自社のサプライヤーまたは準サプライヤーがリスク緩和のような DD 機能に責任があ

るならば、自社のチェックプログラムにサプライヤーの DD パフォーマンスを含めてくだ

さい。 
 
Step1.5:LegalSource 範囲の明確化 
範囲の特定は DD プロセスの中心を担います。自社の DD システムの範囲となる製品、材

料、サプライヤー、調達先を明確に把握する必要があります。 

LegalSource 評価の間、LegalSource 基準は範囲に含まれた材料にのみ適応されます。 
 

Step2: サプライチェーン情報 
自社の DD システムの鍵となる活動は木材製品の調達先やサプライチェーンについての情

報のアクセスを確保することです。情報は低リスクだと結論付けられる水準、もしくはリ

スク緩和措置や制御が確立できる水準で入手しなければなりません。これは一次サプライ

ヤーだけでなくサプライチェーン全体に当てはまります。 
 
必要となる詳細の水準は、各サプライチェーンの合法性に関する非準拠のリスクの有無の

可能性、および、原材料の認証状況や原産国によります。Step2 は現存する情報の収集も含

みます。Step3 は情報の完成度の評価や埋める必要のある情報ギャップの確認を含みます。 
 

LegalSource 基準の第 6 項は利用者がアクセスする必要がある情報の種類を特定し

ています。 
 

囲み記事１：サプライヤーとの協力 
DD 活動の全てのステップでサプライヤーと協力することは重要です。サプライヤーとの緊

密な関係はリスクの評価・緩和と同時に、情報へのアクセスをを促進します。 
サプライヤーや準サプライヤーとの協力やコミュニケーションは利用者の DD プロセスの

全ステップにおける重要な活動となります。 
 
 
Step2.1:サプライヤー情報の記録 
自社のサプライヤーに関するあらゆる関連する情報を記録します。 
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関連する情報を記録するため、サプライヤーマネジメントフォーム（DD-04）を使

用してください。複合製品用に、このフォームは製品を構成する原材料それぞれの種類に

関する情報を記録するための個別のタブを用意しています。 
情報にギャップがあった場合、以下の Step2.2 を参照してください。 
P8                                        
 
Step2.2:追加のサプライヤー情報の収集 
もし利用者がリスクを適切に評価するに足る十分な情報を持ち合わせていない場合、利用

者は製品の原産地やサプライヤーに関する追加情報を収集する必要があります。例えば、

原産国やサプライチェーン、樹種に関する情報の不足が考えられます。 

追加のサプライヤー情報を得るため、サプライヤー情報フォーム（DD-05）を使用

してください。サプライヤー情報レター（DD-06）とともにフォームを送り、関連情報を

埋めるようサプライヤーに依頼することができます。 

より上流のサプライチェーンの情報が必要な場合、各サプライチェーンの詳細を記

録するためのサプライチェーン情報フォーム（DD-07）を使用してください。利用者はサ

プライヤーにこのフォームを送付し関連情報を収集するよう依頼することができます。 

もしこの段階でリスクが確認された場合、利用者はリスク緩和措置の支援への同意

を得るため、また、必要な場合に監査人による施設の訪問への許可を得るため、サプライ

ヤーにサプライヤー同意書テンプレート（DD-08）を送付することもできます。 

追加情報が集まったら、完全にサプライヤー情報を概観できるようサプライヤーマ

ネジメントフォーム（DD-04）の情報を更新してください。 
 

Step3: リスクアセスメント 
リスクアセスメントの目的はサプライチェーンに入ってきている原材料の中に違法に伐採、

輸送、あるいは売買されているリスクが存在するサプライチェーンや製品がないかを確認

することです。 
 
リスクは異なるレベルで確認でき、国レベル・地域レベル・森林レベルに分けられます。

最も効率的なプロセスは国レベルでのリスク特定の後、準国レベル、森林レベルでの詳細
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なリスクを特定することです。 
 
リスクの元は異なる製品やサプライチェーンで変わります。リスク評価は以下を考慮して

ください。 
 

１．森林管理や伐採作業の際の違法行為につながる違法性リスク 
２．サプライチェーンを通じての木材の輸送や売買の際の違法性リスク 
３．合法に伐採された木材が貿易や加工の際に他の木材と混ざるリスク 

リスクアセスメントは単一の方法で行われるわけではなく、一般的に反復のステッ

プを踏みます。例えば、利用者が製品に関する追加情報を集めた際、その情報の完全性を

再評価する必要があります。情報を新しく集めた場合にもまた、リスクの確認と特定とい

うプロセスを再度行う必要が出てきます。 
P9                                        
 
Step3.1:情報の評価 
サプライヤーから集めた情報や文書を評価することはリスクアセスメントの一部です。製

品の情報が不足している、または情報が効果的なリスクアセスメントをするのに不十分で

ある場合、そのこと自体がリスクとなり、リスクアセスメントの続行のためにそのリスク

を緩和する必要があります。 
 
情報や文書、記録は本物かどうか、信頼できるか、に関連して評価されなければなりませ

ん。 
 

囲み記事２：文書の評価 
文書や記録はリスクアセスメントを可能にするために収集しなければなりませんが、文書

の収集自体が義務ではありません。製品との関連を証明できない文書や、偽造された可能

性のある文書では、リスクを評価する際になんの価値もありません。 
文書の価値を評価する際、いくつかの懸案事項を評価する必要があります。 

・文書は製品と関連しているか 
例えば、伐採地の伐採許可証を見せられたと想像して下さい。あなたは伐採地から

来ていると評価されているその製品が本当にその伐採地から来ていると証明できま

すか。 
 
安いもの、高いもの、多くの追跡ツールが考えられます。最適な方法は製品の種類

や現地の状況によります。例としては、マイクロチップやバーコード、DNA テスト、
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繊維テスト、同位体テスト、GPS 追跡、写真測定などがあります。 
 

・文書は腐敗のない信頼できる当局により発行されており、自由で事前の十分な情報

を与えられた上での合意（FPIC）に基づかれているかという証拠はあるか。 
現地の状況に関する詳細な知識が必要となることがあります。もし腐敗のリスクが

ある場合、樹種や特質が正しく分類されているか、収穫地は実際、収穫条件を満た

しているか等を評価する必要があります。 
 
賄賂のような事を確信持って結論付けることはほとんど不可能である一方、腐敗が

関わっている可能性があると結論付けることは可能です。政府手数料を減らす目的

で分類された樹種や特質に気づくかもしれません。また、「衛生問題」のような特殊

な理由による伐採であると聞かされるかもしれません。こうしたケースは、伐採許

可を得るために賄賂が支払われた可能性を強く示唆しています。 
 
コミュニティフォレストの場合、特別な注意が必要です。例えば、コミュニティは

彼らが署名しているもの（FPIC）が何か理解しているか。また文書はコミュニティ

の利益を代表するか、署名する権限がある人の署名があるか、注意が必要です。 
 

・文書は最近のもので、本物かつ検証可能か。 
古い、またはコピーされた文書、検証する手段のない文書は注意深く扱う必要があ

ります。 
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表１：５つの合法性カテゴリーに分類された文書証明の例 
合法性カテゴリー 記録の形 
１．合法と告示された境界内

で木材を収穫するための

権利の文書 

紙や電子文書のような一般的に利用できる文書。例：所

有権や土地使用権の文書、契約書やコンセッション合意

書、コンセッション許可書、コンセッション地図、収穫

許可書など。 
２．木材伐採に関した責務を

記した、木材や収穫権に

対する支払い 

紙や電子文書のような一般的に利用できる文書。例：契

約書、伐採許可書、手形、消費税申告書、領収書など 

３．木材伐採に直接関係する

場所での生物多様性保護

や森林管理、環境・森林

法制度に関する木材伐採 

公式監査報告、森林開拓証明書、認証収穫計画書、伐採

許可書、伐採区作業終了報告書、法的監査・木材追跡・

行動管理の厳格性を示す公に利用できる情報、伐採を行

う国での信頼できる当局によって発行された公式文書。
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４．木材伐採によって影響さ

れる土地保有や使用に関

する第三者の法的権利 

環境評価査定書、環境管理計画、環境監査報告書、社会

的責任合意書、土地所有や権利主張・紛争に関する合意

書。 
５．森林分野が関わる限りで

の貿易や慣習 
紙や電子文書のような一般的に利用できる文書。例：輸

送許可証、木材除去許可証、契約書、手形、貿易覚書、

輸入許可証、輸出許可証、関税の領収書、輸出禁止リス

ト、輸出割り当て査定書など。 
 
 
Step3.2:サプライヤー情報の分類 
製品やサプライチェーンに関する利用できる情報を分類することはリスクを特定し、異な

る特徴を持つ製品を分類する時に役立ちます。例えば、サプライチェーン情報は以下の特

徴から判断されます。 
１．情報ギャップ（情報の欠如） 
２．樹種（高リスク種と判断されているか） 
３．伐採国 
４．サプライヤーの国 
５．認証や証明に関する状況 

サプライヤーマネジメントフォーム（DD-04）は製品やサプライチェーンが異なる

特徴を持つ場合に使うことのできる、特徴を判別する機能を備えています。 
 
Step3.3:国別リスクの特定 
製品やサプライチェーン中のリスクを評価します。 

ガイドラインの Annex2 は各リスクの特定過程に関する実用的なガイダンスを提供

しています。 

もし特定の製品が複雑なサプライチェーンから来ている、または複合製品である場

合、各サプライチェーン毎にリスク評価を行ってください。 
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もし Annex2 を使用してリスクが「低い」と結論付けられた場合、その製品は違法伐採リ

スクが低いと結論付けることができ、それ以上の行動を取る必要はありません。 
 
一方、もしリスクが低いと結論付けられなかった場合、DDS の以下のステップを選んでく

136



 

ださい。選択肢は主に２つあります。 
 

１．リスクが何であるかを更に特定するために step3,4 に進む 
２．リスク緩和措置の実行に移る 

 
Step3.4:リスクの特定 
Step3.1~ Step3.3 を使って製品が「低リスク」であるという結論でなかった場合、利用者

はリスクが緩和できるか否か、またどうやって緩和できるかを判断するために、リスクを

特定する必要があります。代替案として、サプライヤーを変える、広く認められている制

度のもと認証された木材のみを調達する、等の明らかな選択肢がある場合、リスクをそれ

以上特定化せず、直接 Step4 のリスク緩和措置に移ることができます。 

ガイドラインの Annex3 はリスクを特定する方法のガイダンスを示しています。 

リスク評価の結論は「低い」または「特定する」のいずれかになります。 

たとえ、ある国や地域において、合法性に準拠していないリスクがある場合でも、

必ずしもあなたのサプライチェーンに含まれているとは限りません。よって、サプライチ

ェーン毎の評価が必要となります。 
 
Step3.5:リスクアセスメントの結果の記録 
自社のリスクアセスメントを基に出された全ての結果を記録してください。もし特定の製

品が複雑なサプライチェーンから来ている、または複合材である場合、各サプライチェー

ン毎にリスクアセスメントを行ってください。 

各サプライヤーや製品のリスクの結論を出すためにサプライヤーマネジメントフォ

ーム（DD-04）を使用して下さい。 
 
Step3.6:非準拠の存在の検証 
リスク緩和措置の前に、リスクとして特定できる潜在的な合法性への非準拠が定められた

サプライチェーンに存在するか検証する必要があります。図３はリスクの確認、特定、検

証、緩和のプロセスを示しています。 
 

LegalSource 基準 Annex1,2,3 には、森林レベル、サプライチェーンの合法性、CoC
それぞれのリスクを検証するための表が含まれています。LS-04LegalSource サプライヤー
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評価報告テンプレートはサプライチェーンの異なるレベルでの合法性コンプライアンスの

レベルを確認するために、評価の監査の際に使うことができます。 
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Step4: リスク緩和 
利用者は「特定されたリスク」と分類される製品やサプライチェーンに対応するリスク緩

和措置を取る必要があります。 

図 3 リスク特定と緩和プロセス 

 
Step4.1:リスク緩和措置の確認 
リスクとなる非コンプライアンスの存在が確認された場合、次に取るべき手段は、リスク

緩和措置を特定することです。特定したリスクの解決に効果的な行動を特定し、それを選

択してください。リスク緩和措置は必ず特定のリスクと関連させてください。 
 
ほとんど全てのケースでリスク緩和措置はサプライヤーの１つまたは複数と協力すること

が必要となります。それゆえに、彼らと協力することはリスクを緩和する際に必要となり

ます。もしサプライヤーが必要となるリスク緩和措置に協力的でない場合、唯一の選択肢

はそのサプライヤーからの調達を止めることです。 

特定されたリスクを緩和する際にサプライヤーや調達先と協働することが難しい場

合、唯一の選択肢はその製品を調達することを止める、もしくは低リスクと確認できるサ

プライヤーに変更する、または広く認められた制度のもとの認証を取得している製品に切

り替えることです。 
 

囲み記事３：正しい対策を選ぶ 
リスク緩和措置はリスク評価の間に特定されたリスクによります。利用者は森林レベルで

の違法伐採のリスク、サプライチェーン全体での違法活動のリスク、合法木材がサプライ

リスクの
確認

リスクの
特定

存在の確
認

緩和措置

リスク緩
和の効果

検証
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チェーン内で違法木材と混入するリスクなど、あらゆるリスクに対応する必要があります。 
 
特定されたリスクによって各緩和措置には異なるメリットがあり、あるリスク緩和措置が

ある場合には役立たないかもしれないのに対し、同じ措置が他のリスクでは緩和に役立つ

ことがあります。 
 
サプライヤーとの協働は DDS プロセスのキー活動であり、リスク緩和でもとりわけ重要で

す。リスク緩和は一般的に多かれ少なかれ一社かそれ以上のサプライヤーの協力を必要と

します。利用者は協力を拒むサプライヤーから調達することを止める必要があるかもしれ

ません。 
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Step4.2:サプライヤーからの同意の獲得 
低リスクと確認できない製品や木材を供給しているサプライヤーには、あなたの組織が必

要とするリスク緩和措置を行う際には協力するという同意書を提出してもらう必要があり

ます。 
 

リスクが森林や初期の加工施設のようなサプライチェーンの上流全体で特定された

場合にも、こちら側の要求条件を満たすという同意書を提出してもらわなければなりませ

ん。その際、一次サプライヤーは準サプライヤーから同意を得るためにコミュニケーショ

ンを取るのに重要な役割を果たすでしょう。 

リスク緩和のサポートを得るため、また必要あれば監査の施設訪問を許可してもら

うため、サプライヤーに送付するサプライヤー同意書テンプレート（DD-08）を適応化し

てください。 
 
Step4.3:リスク緩和措置の記録と計画 
リスクや現在のリスク緩和状況を継続して追跡し続けるため、計画した全ての緩和措置を

記録してください。 

リスク緩和措置を計画し、状況を追跡するためサプライヤーマネジメントフォーム

（DD-04）を使用してください。 
 
Step4.4:リスク緩和措置の実行 
いったん緩和措置を計画したら、実施の運営及び監督を行って下さい。 
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計画された活動の実施を随時追跡するため、サプライヤーマネジメントフォーム

（DD-04）を活用してください。 

ガイドラインの Annex4 にはリスク緩和の選択肢に関するガイダンスが含まれてい

ます。 

 LegalSource 基準 Annex1,2,3 は森林での伐採から輸送、売買を通じて製品が市場

に届くまでのサプライチェーンの全ての段階を通して、合法コンプライアンスの証明の一

部として、リスクを評価するのに利用できます。 
 
Step4.5:リスク緩和措置の効果の評価 
いったんリスク緩和措置が実施されたら、基準に基づいて効果を評価してください。 

 LegalSource 基準 Annex1,2,3 は森林での伐採から輸送、売買を通じて製品が市場

に届くまでのサプライチェーンの全ての段階を通して、合法コンプライアンスの証明の一

部として、リスクを評価するのに利用できます。 
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表２：リスクの例、緩和措置と確認行為 
特定リスク（LegalSource
基準 Annex1 参照） 

緩和措置 確認行為 

森林レベルでの慣習権の侵害の

リスク（4.1） 

原産地での問題の存在の検証－

慣習権の尊重を含む運営方法を

確実にすることによる非コンプ

ライアンスの管理 

現地監査、ステークホルダーとの

協議、ヒアリング、文書精査 

税関規制への違反のリスク（5.4） 原産地での問題の存在の検証－

税関規制への準拠に必要な手続

きの改定 

サプライヤーからの輸送文書や

税関文書の検証。税関当局との調

整 

環境規則に関連した伐採規定違

反のリスク（3.3） 

原産地での問題の存在の評価－

基準を満たしうる伐採方法に変

更するため契約者や森林管理者、

森林区画単位の評価 

森林施業の際の環境コンプライ

アンスに焦点を当てた森林レベ

ルの検証、監査 
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Annex1:DD システムのツールとテンプレート 
 
利用可能な DD ツールの概観と LegalSource プログラムのテンプレート 
コード 名前 ガイドライン 
LS-02 LegalSource 基準 LegalSource 基準は DD の実行を必要条件に含んでいます。こ

れは違法調達のリスクを管理する必要がある企業には実行す

ることを推薦しています。また、LegalSource 認証が必要な場

合は義務となっています。 

LS-04 LegalSource サプ

ライヤー監査報告

テンプレート 

サプライヤー監査報告を行う組織が活用することのできる報

告書のテンプレートです。このテンプレートは NEPCon また

はサプライヤーの LegalSource 基準に対応する監査を行う組

織が利用することができます。 

DD-01 DD ガイドライン これは現在利用者が読んでいる文書です。 

DD-02 LegalSource DD

マニュアルテンプ

レート 

利用者が自社のDDテンプレートの基盤として利用できるテン

プレートです。このテンプレートは LegalSource 基準を満たす

ために必要な主要要素を含んでいます。 

DD-03 責任調達方針テン

プレート 

責任調達方針のひな形です。これは利用者の組織内で適応させ

ることができますが、LegalSource 認証を取得する場合、実行

の程度や範囲を変更することはできません。 

DD-04 サプライヤーマネ

ジメントフォーム 

このフォームはサプライヤーの情報を収集し評価する手助け

になります。リスク確認チェックリスト（Annex2）を使って

確認された関連するリスク、製品、調達先、サプライヤーに関

連する情報の記載事項の収集に利用できます。 

DD-05 サプライヤー情報

フォーム 

このフォームはサプライヤーが利用者に供給する製品やサプ

ライヤーに関する情報を収集するために DD-06 と共に使用さ

れます。サプライヤーはできる限り多くの情報をこのフォーム

に記入する必要があります。このフォームはまずサプライヤー

が非認証木材を供給している場所で使用されます。 

DD-06 サプライヤー情報

レターテンプレー

ト 

サプライヤーから追加情報を得るために使われるレターテン

プレートです。 

DD-07 サプライチェーン

情報フォーム 

特定のサプライヤーの調達情報や準サプライヤーの情報を収

集、管理するために使用されます。利用者がサプライヤーから

追加のサプライチェーンの詳細情報を必要とする際に役立ち

ます。 
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DD-08 サプライヤー同意

書 

低リスクが確認できない時、利用者がサプライヤーに送る同意

書テンプレートです。利用者自身もしくは指名された監査団体

による監査を行うため同意が必要であることを説明していま

す。 

DD-09 リスク特定ガイド

ライン 

リスク特定プロセスの詳細なガイドラインです。 

DD-10 リスク特定テンプ

レート 

リスク特定プロセスで使用されるエクセルテンプレートです。

DD ガイドライ

ン Annex2 

リスク確認チェッ

クリスト 

製品ごとにサプライチェーンでの違法伐採のリスクを体系的

に把握することを可能にする必須の質問リストを含んでいま

す。チェックリストはリスク特定の各カテゴリーに関するガイ

ダンスを含んでいます。 

DD ガイドライ

ン Annex3 

リスク特定概観 リスク特定プロセスの紹介 

DD ガイドライ

ン Annex4 

リスク緩和ガイド

ライン 

リスク緩和ガイドラインは異なるリスクそれぞれへのリスク

緩和の選択肢を記載しています。 

DD ガイドライ

ン Annex5 

サプライヤー検証

ガイドライン 

サプライヤーの LegalSource 必要条件への準拠状況の確認の

ためのガイダンス 
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Annex2:リスク確認ガイド 
以下のチェックリストはリスク確認プロセスに関するガイドで、次の項目を含みます。 
 
サプライチェーン情報 
木材製品や木材の供給に関する情報はリスクアセスメントの際に重要です。不十分な、不

完全な、あるいは間違った情報は、リスクの構成要素となるため、リスク評価を完全に行

うためにはその緩和が必要となります。特定の製品またはサプライチェーンに付随するリ

スク（またはリスクの不在）について結論を出すためには、製品や材料に関する情報は十

分か、情報の質は十分かを評価する必要があります。 
 
決定要素となるリスクのカテゴリー 
要素の中には、樹種や原産地に関わりなく、明確かつ決定的にリスク状況の判断を可能に

するものがあります。 
・CITES または FLEGT のライセンス材は、DD 義務の対象外であり、リスクは低いと

分類することができます。ただし、文書の正当性を評価することが重要です。ただし

142



 

CITES のライセンスは、合法性の確認には不十分である場合もあるとされているため、

注意する必要があります。 
・逆に、国連や EU から貿易禁止の対象となっている国から来ている木材及び木材製品

は決して調達せず、サプライチェーンから除外しなければなりません。この場合にリ

スクを緩和する唯一の方法は、その国からの調達を止めることです。134 
 

認証及び検証状況 
広く認識された基準のもとの認証や証明は、リスクアセスメントや緩和の際に重要な役割

を担います。第三者の認証制度の EU 木材規制への準拠を保証するため、NEPCon は各制

度を評価し承認するための条件を作成しました。135たとえ、木材が認証材であるとして調

達されたとしても、利用者はその主張が妥当なものか、また他の全ての関連条件が満たさ

れているか、確認する必要があります。 
 
樹種に関するリスク 
ある樹種は他の樹種に比べてより違法伐採に関わっている可能性が高いことがあります。

そういった樹種は、リスクの存在を示唆しています。しかし、樹種だけでリスクの状況を

結論付けられるものではなく、伐採地のリスクもまた、考慮する必要があることに注意す

る必要があります。よって、木材の由来に関するリスクは常に考慮する必要があります。 
 
森林レベルのリスク 
木材が、伐採国の法制度に違反して伐採または売買されるリスクは、主要なリスク基準と

なります。ただ残念なことに、これは客観的に評価するのが難しい基準でもあります。し

かし、いくつかの情報源はある国での違法活動のリスクを決定するのに役立ちます。 
P17                                       
 
原則として、ある国での違法伐採のリスクの評価は、伐採国において有効であり以下の事

項を対象範囲とする、LegalSource 基準136が適用法として定義する法律を考慮する必要が

あります。 
－法的に認められた境界内で木材を伐採する権利 
－木材伐採に関連した責務を含む木材や伐採権への支払い 
－直接木材伐採に関連した生物多様性保護や森林管理を含む環境・森林法制度に関する

木材伐採 
－森林伐採によって影響される土地保有や土地使用に関する第三者の法的権利 

                                                  
134当文書発行の際にこのカテゴリーに分類される国はありません。 
135認証システムの LegalSource 定義の参照の際には LegalSource 基準 Annex5 をご覧ください 
136基準はこちらからダウンロードしてください

http://www.nepcon.net/4871/English/Certification/Timber_legality_services/ 
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－森林部門が関わる限りでの慣習や貿易に関する第三者の法的権利 
国レベルでの違法活動のリスクに関する知識を必要とすることから、これはおそらくリス

クアセスメントの最も難しい課題となる分野の一つです。まずは、汚職認知度（CPI－以下

のリスク確認チェックリストのポイント 11 を見てください。）を最初のリスク指標として

利用することができますが、CPI50以下の国には特別な注意を払うべきです。ただし、CPI50
以上の国でも違法行為は起こり得ることは覚えておくべきです。またこの基準は、リスク

の絶対的な測定値ではなく、ただの指標にすぎません。 
 
サプライチェーンの合法性に関するリスク 
たとえ木材が合法伐採に由来していても、木材の流通に関わるサプライチェーンの中で違

法行為が存在する可能性があります。この基準を示す Annex2 には、認証の範囲に含まれ

る加工や輸送を担当する存在の合法性を評価する際の考慮事項を定義しています。

LegalSource 基準では、加工や貿易の際の法的な必要条件を部分的に考慮しています。 
 
混入のリスク（分別管理） 
サプライチェーンで起こりうるリスクには、受け取った木材が輸送元の情報と一致してい

るとは限らない、つまり違法木材が混入するリスクが含まれます。 
 
このリスクは主に、利用者が、違法の可能性のある調達先や由来から製品を購入している

サプライチェーン中の異なるレベルのサプライヤーから、同じ樹種の木材を購入している

時に起こります。 
 
簡潔に言えば、このリスクは原産地のわからない、あるいは違法な原産地からの木材が合

法材に混入するリスクを示しています。扱われている木材の種類や混入のリスクは（様々

なレベルの）個々のサプライヤー毎に評価される必要があります。 
 
リスク特定表の使用 
以下の表は各製品または特定のサプライチェーンでリスクを特定する過程でのガイドとし

て使われています。評価を始める際には質問 1 から始め、各「リスク評価質問」に基づき

リスクを評価してください。ガイドラインは意志決定プロセスの際の参考としてください。

また、役に立つ関連情報のリンクも含まれています。 
 
査定結果の欄は、各リスクカテゴリーでリスクに関する決定をし、ユーザーが取るべき次

の行動を指示するのに使用することができます。 
 
最終的にリスクが確認されたとき、ユーザーは一番右の欄に推薦されているリスク緩和策
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について検討します（詳細はリスク緩和ガイドを参照してください）。リスク評価表では、

ユーザーは簡潔な一連の質問に答えることで、EU 木材規制が概説するリスク評価基準を網

羅することができます。リスクアセスメントでは、ユーザーは十分な情報に基づいてリス

クに関する決定をすることが求められます。表ではすべてのケースに当てはまる決定を可

能にするわけではありません。ユーザーには、リスクの評価をする際、自ら最善を尽くし

た判断をし、予防的アプローチを取ることをお勧めします。他の調達先や専門家から追加

情報を収集することが必要となるかもしれません。 
P18.19                                       
 
表４ リスク特定チェックリスト 
リス

ク欄 
No リスク評価

質問 
リスク関連質問に回答する際のガイドライン 査定結果

サプ

ライ

情報 

１ 利用者は a)
木材の伐採

国の確認、

また b)製品

の情報の正

当性を確認

できる程度

のサプライ

チェーンに

関する情報

にアクセス

できるか。 

これは製品の輸送や加工に関わる CoC の信頼性

に関するものです。サプライチェーンや製品の分

類次第で、サプライチェーンに関して、異なるレ

ベルの知識が必要になります。 
いかなる場合でも、FLEGT や CITES のライセ

ンスを保持しているか、貿易制限を受けている国

から来ていないか、信頼性の高い認証制度の認証

を受けているか、を確認することができるよう

に、製品または原材料に関する情報が必要です。

137上記を確認するためには、異なるレベルの知識

が必要となります。 

Yes＝２

に行く。

No＝リス

ク（追加

のサプラ

イチェー

ン情報を

収集す

る。） 

P20                                        
 
決定

的な

リス

ク欄 

２ 製品は効力

を持つ

FLEGT ラ

イセンスを

保持してい

るか。 

このガイドが承認された時点では、市場に FLEGT
材は存在しません。 
 
VPA や FLEGT ライセンスに合意している国の現

在の状況は EFI ポータルを参照してください。

http://www.euflegt.efi.int/portal/home/vpa_count
ries/ 
 

Yes＝製

品または

木材は

EUTR の

DD 必要

条件を満

たす必要

性から免

                                                  
137認証システムの LegalSource 定義の参照の際には LegalSource 基準 Annex5 をご覧ください 
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FLEGT ライセンス材が市場に流通する前に、ライ

センスが正当なものか、また、製品はライセンス規

定に従って EU に輸入されているか、を確認する必

要があります。 
 
注意：VPA 合意が存在しても、必ずしもその国が

FLEGT 材を輸出することを許可されたわけでは

ありません。木材合法性証明システム（TLAS）が

承認され、それが機能している場合のみ、FLEGT
ライセンスが発行されます。 
 

除されて

おり、市

場に流通

できま

す。 
No＝３に

行く。 

認証

状況 
３ 木材の輸出

入の際に国

連安全保障

理事会や欧

州理事会に

課された制

限はない

か。 

このガイドが承認された時点では、世界のいずれに

もこのような制裁は存在しません。 
 
国連の制裁リストはここで見ることができます。

http://www.un.org/sc/committees/list_compend.s
html 
 
欧州対外行動局のホームページには EU 制裁の関

連情報が記載されています。 
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.ht
m  

Yes＝４

に行く。

No＝この

国から調

達できな

い。 

P21                                        
 
認証

状況 
４ 製品に含ま

れる樹種は

CITES に

記載されて

いるか。 

CITES は３つの付属書に樹種を記載することで、絶滅

の危機にある植物や動物の国際貿易を規制していま

す。 
 
付属書１：商業目的では国際取引できない樹種（例：

ブラジルローズウッド、モンキーパズル） 
 
付属書２：厳格な規制や合法性・持続可能性が要求さ

れない限り、商業目的で国際取引することができる樹

種。（例：沈水香木、ラミン、オオバマホガニー） 
 
付属書３：違法な利用を防止するために、他国の協力

Yes＝
5 に行

く。 
No＝6
に行

く。 
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を必要とする国の要求により記載される樹種。（例：

黒松槙、スペイン杉） 
 
CITES に関する詳細は 
http://www.cites.org/eng/app/appendices.php 
 
また、米国魚類野生生物局は CITES に載っている樹

種のリストをアップデートしています。 
http://www.fws.gov/international/DMA_DSA/CITES
/timber/CITES_tree_species.html 

５ 木材は合法

性を保証す

る正当な

CITES の

ライセンス

や文書を保

持している

か。 

CITES に記載される樹種はどれも、CITES の輸出許

可証と税関ライセンスを保持することが義務となっ

ています。これらは輸出された際、木材に付随してい

る必要があります。 
 
CITES は世界各地の管理当局をリストアップしてい

ます。以下をご参照ください。 
http://www.cites.org/cms/index.php/lang-en/compon
ent/ncd/ 
 
EU による CITES 規制の実施に関する詳細情報は以

下になります。 
http://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en
.htm  

Yes＝
低リス

ク。 
No＝
リスク

（木材

は違法

貿易の

可能性

があ

る） 

P22                                        
 
認証

状況 
６ サプライヤ

ーや製品は

正当な認証

制度の認証

を受けてい

るか。138 

取引のあるサプライヤーが以下のサイトで参照でき

る認証を受けているか検証してください。 
 
認証制度 
－FSC 認証：www.info.fsc.org 
－PEFC 認証：http://register.pefc.cz/search1.asp 

合法性証明制度 
－LegalSource 認証：www.nepcon.net/legalwood 

Yes＝
７に

行く。

No＝
10 に

行く。

                                                  
138認証システムの LegalSource 定義の参照の際には LegalSource 基準 Annex5 をご覧ください 
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－レインフォレストアライアンス VLO and VLC: 
http://www.rainforestalliance.org/forestry/verific
ation/transparency/verification-clients  

－SCS 合法伐採検証 
http://www.scscertified.com/nrc/legal_harvest_ve
rified_clients.php 

－セルチソース合法検証 
http://www.certisource.co.uk 

－ビューロベリタス OLB：

http://www.bureauveritas.com/wps/wcm/connect/
bv_com/group/services+sheet/olb-certification_1
4483 

合法証明制度に関する一般情報については、CPET サ

イトも参照してください。 
http://www.cpet.org.uk/uk-government-timber-proc
urementpolicy/evidence-of-compliance/other-eviden
ce-as-assurance/verificationsystems/voluntary-legal
ity-verification-systems/ 
最終的には、購入製品の認証状況が問題となります。

そのため、step7,8,9 とステップを続けることは重要で

す。認証サプライヤーが非認証材を供給することはよ

くあることで、この場合、低リスクの結論には役立ち

ません。しかし、認証サプライヤーであれば認証材を

供給できるようにすることは比較的簡単です。 
P 23                                       
 
認証

状況 
７ 認証スキー

ムは

NEPCon に

承認されて

いるか。 

承認制度は EU 実行規則 607/12 の Article 4 で概

説される最低必要条件を満たす証明あるいは認

証制度です。 
 
承認認証制度の必要条件は、LegalSource 基準

Annex5 を参照してください。 
 
たとえ認証や認証制度が LegalSource 基準のも

と承認されなくても、正当な認証であればリスク

アセスメントやリスク緩和のプロセスにおいて

Yes＝９に行

く。 
No＝リスク

（8に行く。）
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重要な役割を担うことができます。 
８ 認証制度が

EUTR や

LegalSource
基準の設定

する要求基

準をすべて

確実に満た

しているか。 

認証制度が承認されるためには、合法性定義の範

囲は、EUTR が第三者認証制度に求める必要条件

として EU 規則 No 607/2012 第 4 条に記載され

る通り、木材伐採、輸送、貿易に関する全ての適

用法を含むべきです。 
承認認証制度の必要条件は、LegalSource 基準

Annex5 を参照してください。 

Yes＝9 に行

く。 
No＝リスク

（どの分野

が EUTR や

LegalSource
基準を満た

していない

か評価する

必要があ

る。）11 に行

く。 
９ 認証制度は

原産国や樹

種に関する

情報を提供

しているか。 

製品の原産国や原材料については知っておかな

ければなりません。この情報は CoC を通して入

手可能でなければなりません。情報は公に入手で

きる必要はありませんが、木材の由来やサプライ

ヤーの認証状況を確認する際、アクセスできるよ

うになっている必要があります。 

Yes＝10 に

行く。 
No＝リスク

（11 に行

く。） 

P24                                        
 
認証

状況 
10 受け取った製

品は認証状況

を保証する必

要事項を記載

しているか。 

受け取った物が認証材であるか確認するため、認

証・証明状況を確認するため、積み荷の請求書、

送り状、または注文の際の輸送に関する文書に適

切な記載がある必要があります。 

Yes＝低

リスク。

No＝リ

スク（11
に行

く。） 
樹種

リス

ク 

11 木材や製品は

度々もしくは

頻繁に違法伐

採と関連した

樹種から作ら

れているか。 

特定の樹種は他よりも違法伐採と関わりのある

可能性があります。しかし、違法伐採のリスクの

特定は、樹木が伐採された森林や加工を行った加

工場と関連付られなければなりません。そうした

樹種はリスクの存在を示す指標とはなりますが、

完全な情報ではありません。 

樹種だ

けで決

定的な

リスク

に関す

る結論

を出す

ことは

できま
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せん。12
に行く。

原産

地リ

スク 

12 原産地の国や

地域は武力紛

争の可能性を

含め違法伐採

や違法行為の

発生する可能

性が低いとわ

かっている

か。 

グローバルフォレストレジストリ

(http://www.globalforestregistry.org )のカテゴリ

ー１（合法性）にある「特定できないリスク」に

リストアップされた国は、違法伐採のリスクの可

能性が高い国です。 
 
違法伐採のリスクは木材の原産地のコンセッシ

ョンの状況に基づいて評価されています。 
 
リスク情報を評価するため、原産地の国について

の情報を集め森林部門での違法伐採の現況を評

価する必要があります。この情報が詳細であれば

あるほど、リスクアセスメントはより良質で正確

になります。残念ながら、地球規模で詳細な森林

の合法性リスクアセスメントを含めた利用でき

るシステムは現在存在しません。しかし、リスク

アセスメントを補助する多くの情報源は存在し

ています。 

Yes＝
13 に行

く。 
No＝リ

スク。 
リスク

が確認

された

ら、ガイ

ドライ

ンの

Annex3
に従っ

て更に

リスク

の特定

を行う

必要が

ありま

す。 
P25                                        
 
原産

地リ

スク 

12 原産地の国や

地域は武力紛

争の普及の可

能性を含めて

違法伐採や施

業の発生可能

性が低いとわ

かっている

か。 

グローバルフォレストレジストリ (GFR) は世界

の議論のある木材調達のリスクに関する無料の

情報ソースです。レジストリーは世界の 150 か国

以上を対象にしています。しかし、多くの国の情

報は限られています。カテゴリー１（合法性）に

ある「特定できないリスク」にリストアップされ

た国は違法伐採のリスクの可能性が高い国です。

www.globalforestregistry.org 
 
トランスペアレンシーインターナショナルの発

行する腐敗認識指数（CPI）は各国で認識された

腐敗レベルを表すスコアを提供していて、全ての
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国のスコアが存在しています。違法伐採と腐敗レ

ベルの間には相関関係があるため、幅広いレベル

で役立ちます。違法伐採のリスクは国内でも地方

毎に異なるため、CPI 指標はその場合それほど役

に立たない可能性があり、より詳細な情報が必要

になる可能性があります。

http://www.transparency.org 
 
グローバルウィットネスは森林部門での違法活

動について数か国のレポートを発表しています。

http://www.foresttransparency.info/ 
 
世界銀行の「世界ガバナンス指標」は世界のガバ

ナンスの効率性の指標を発行しており、CPI 同様

にリスク指標としても利用することができます。 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index
.asp 
 
世界資源研究所(WRI)は数か国の情報を含むリス

ク評価ツールを含む、Forest Legality Alliance 
のサイトを公表しています。 
http://risk.forestlegality.org/  

P26                                        
 
サプ

ライ

チェ

ーン

合法

性リ

スク 

13 樹種、数量、

品質は、サプ

ライチェー

ンを通じて

適用法に従

って分類さ

れているか。 

これらを評価する際に、以下の点が考慮される必

要があります。 
✔製品の種類、数量、品質に関する記述はサプラ

イヤーから受け取った全ての関連文書と一致

しているか。 
 
✔製品が取り扱われた国で樹種、製品、原材料の

輸出や加工に関する特殊な規則や制限はある

か。 
 
✔製品の樹種は全ての関連文書に書いてある種

と同じと特定し、確認されているか。 

Yes＝14 に

行く。 
No＝リス

ク。 
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14 製品は違法

なオフショ

ア売買が使

用されてい

ないと確信

できる方法

で売買され

ているか。 

この質問はサプライチェーンの全てのレベルで

評価すべきです。 
Yes＝15 に

行く。 
No＝リス

ク。 

15 義務付けら

れている輸

送文書が製

品に付随し

ているか。 

輸送文書は、林産物を移動または輸送する際、し

ばしば法的に必要とされることがあります。もし

法的に必要とされた輸送文書または移動証明文

書が製品に付随しており、文書が本物で材と一致

した場合、正当性が証明されます。 
 
この潜在的リスクはサプライチェーンの全ての

段階で関係してきます。 

Yes＝16 に

行く。 
No＝リス

ク。 

16 製品の売買

には違法な

移転価格操

作のリスク

はないか。 

移転価格操作は 2 つの関連する会社間でいつで

も起こりえます。それは親会社と子会社間、もし

くは共通の親会社またはオーナーの傘下の子会

社間での貿易です。例えば、ある親会社のアメリ

カにある子会社がフランスの子会社から何かを

購入する時にこれが起こりえます。当事者が決済

価格を設定しているとき、お互いに移転価格で処

理しようとします。 
 
移転価格の悪用の共通した兆候は、製品がたとえ

物理的に移動していなくても、タックスヘイブン

にいる仲介者を通じて取引されているかという

点です。移転価格悪用の例は以下のリンクを見て

ください。 
http://www.bbc.co.uk/news/magazine-20560359 

Yes＝17 に

行く。 
No＝リス

ク。 
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サプ

ライ

チェ

16  移転価格自体は違法や悪用というわけではあ

りません。違法や悪用であるのは、違法移転価

格として知られている移転価格操作です。 
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ーン

合法

性リ

スク 

定義は以下にあります。

http://www.taxjustice.net/cms/front_content.
php?idcat=2 
 
移転価格に関する特定のルールを持つ国のリ

ストは以下から見つけることができます。

http://www.tpanalytics.com/tp-reference/cou
ntry-references/ 
 
OECD は移転価格に関するガイドラインを発

行しています。 
http://www.oecdilibrary. 
org/taxation/oecd-transfer-pricing-guideline
s-for-multinationalenterprises- 
and-tax-administrations-2010_tpg-2010-en 

混入

リス

ク 

17 由来が不明

もしくは違

法な原産地

から来た木

材が混入し、

代用されて

いないと確

信できる方

法で売買さ

れ、加工さ

れ、輸送され

ているか。 

この質問は加工や輸送を経由して木材を追跡

できるサプライチェーン全体を通してのサプ

ライヤー能力や、他の木材がこれらプロセスの

間に混入するリスクに関連しています。 
 
ここでの主要な質問項目は、木材を扱っている

組織が、他の木材が混入されないと確信するた

めの、機能している CoC を持っているかどう

かです。代わりに、木材の流れはそのシステム

に混入の可能性がほとんどあるいは全くない

場合、シンプルになります。 

Yes＝低リ

スク。 
No＝リス

ク。 
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Annex3：リスク特定 
以下ではリスク確認でリスクが存在し、初期のリスク特定によりリスクが確認され、それ

らにリスクに関して入手できる情報では効果的なリスク緩和を行うには詳細が十分でない

と結論付けられた場合のリスク特定のプロセスを定義しています。 
 

153



 

リスクが確認されたら、効果的なリスク緩和を可能にするためサプライチェーン毎にリス

ク特定をする必要があります。 

国または地方レベルのリスクを特定する作業は十分な調査や現地での活動能力が必

要となる複雑な作業す。多くの組織にとって自社のみでそういった作業に従事するのは難

しいことです。NEPCon は現在 FSC と協働でナショナルリスクアセスメントの作成を行っ

ています。結果は http://www.globalforestregistry.org/で公表されます。 
 
サプライチェーンマッピング 
サプライチェーンマッピングは効果的なリスク特定の必須条件です。適切なレベルで全て

の関連リスクを特定するために、サプライチェーン中の全ての組織に関して十分詳細な情

報を入手することが必要です。 

DD-07LegalSource サプライチェーン情報フォームはサプライチェーン情報を記録

し、集めるためのテンプレートです。 
サプライチェーンを適切なレベルでマッピングした後、リスク特定を行うことができます。 
 
リスク特定のプロセス 
 
１．    ベースラインの評価 

始めに、国・地域に関連した範囲や空間的/機能的なスケールを定義します。こ

のために、特定の地域やエリア（または国）によっては評価を分割することも

あります。それをその後、ガイダンス本文に記載されるカテゴリーと新たな「基

準及び準基準」を満たすためにクリアする必要がある、追加の「基準及び準基

準」を特定するために使います。 
 
２．  研究 

５つのジェネリック基準及び準基準と、新しく特定した基準・準基準を検討し

ます。各準カテゴリーで以下の項目について、適用できる空間的スケールにお

いて特定していきます。 
 

a.適用法 
b.法的権限 
c.法的に必要とされた文書や記録 
d.情報の出所 
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３．   リスクの確認 
a.カテゴリーと基準・準基準に関連したリスクの可能性についての説明 
b.リスク評価：下記を考慮に入れた非準拠の存在するリスクの度合い； 
・程度、範囲、時間において考慮に入れるべきコンプライアンスの限界点 
・腐敗レベル 
・政府に関する問題 
・入手可能な情報 
c.上記を参照した、評価後のリスクの説明（限界点、腐敗、記述など） 
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４．   リスクの特定 

a.準拠の評価の背景に基づき、各基準または準基準を「低リスク」または「特定

したリスク」として特定する。 
 
５．    管理手段や証明者の確立 

a.管理手段・証明者のリストにある適用可能な管理手段・証明者を確認する 
b.各基準または準基準に適した管理手段・証明者を確認する。確立した管理手

段・証明者は以下の目的のために利用する。 
1)リスクが特定された場合の、非コンプライアンスの有無の確認 
2)特定のサプライチェーンでの非コンプライアンスがあると確認され

た場合のリスク緩和 

DD-09 リスク特定ガイダンスにはリスク特定プロセスについての詳細が記載されて

います。 

DD-10 リスク特定テンプレートは詳細なリスク特定のためのエクセルテンプレート

です。 
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Annex4：リスク緩和ガイドライン 
ここでは、合法性に関する非コンプライアンスが調達の分野で特定された場合の潜在的な

リスクの緩和措置について説明しています。この付属書は、Annex3 で概説するリスク特定

の過程の STEP4 を対象とします。 
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適切な緩和手段が何かは、該当する潜在的な合法性に関する非コンプライアンスの種類に

よります。非コンプライアンスの種類によっては、伐採地の視察によって確認できる場合

があります（例えば、伐採地の境界、労働者の安全衛生器具の使用、土壌損害のレベルの

視察）。他の場合には文書ベースで確認することができます（関税申告書、特許の支払い、

労働許可など）。 
 
以下の表はリスク緩和措置の枠組みを確立する際に考慮すべき緩和措置を含んでいます。

場合によっては、適切なリスク緩和を確実にするために、異なる管理手段の組み合わせが

必要となります。 
 
表 5：リスク緩和措置の例 
リスク緩

和措置 
説明 使用例 

サプライ

ヤーとの

協働 

サプライヤーとの緊密な協働はサ

プライチェーンリスクを管理する

うえでの基本的なことです。それ

ゆえに、サプライヤーとコミュニ

ケ－ションをしっかりとり、密に

行動することはほぼ全てのリスク

緩和措置において重要なポイント

です。 

リスクの特定、リスク緩和措置について

のサプライヤーとの同意（法的拘束力を

持つもの）、サプライヤーがその行動を

実行する能力があることを確かめるこ

と、サプライヤーがその行動を取りそれ

が効力を持つことの確認など。各行為の

組み合わせ。 

ステーク

ホルダー

との協議 

ステークホルダーとの協議は協議

するグループの場所や種類により

複数の方法があります。大きな団

体と協議する必要がある場合、イ

ンプットや情報を集めるのにミー

ティングやワークショップを行え

ます。もし個人や単一組織との関

わりである場合、個人面談や電話、

e メールにてヒアリングを行うこ

とができます。 

森林管理行動に関する第三者の権利の

侵害に関する評価では、該当地域におい

て権利を保有している可能性のあるグ

ループや組織との協議を行う必要があ

るかもしれません。関連する評価の種類

により、ステークホルダーの種類も異な

ることに注意する必要があります。場合

によってはステークホルダーは例えば

政府の役人、のように限られています。

一方、他のケースでは関連グループは先

住民の代表者、NGO や現地のコミュニ

ティを含んでいます。 
文書検証 文書を評価する際は、文書が問題

となっている製品や木材と関連し

ているかが重要な点です。文書を

文書検証は、定められた森林地域での妥

当な伐採許可を検証する場合に利用で

きます。 
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管理するには原産地に関する文書

の正当性や妥当性、森林管理行動、

売買、加工の合法性を評価するこ

とが必要となります。さらには、

多くの異なる種類の文書や記録を

考慮することになるかもしれませ

ん。これはサプライチェーン関連

の情報または合法性に関する特定

の側面を証明するために重要とな

る文書がない場合、それを取得す

ることも含んでいます。 
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現場監

査・検証 
文書調査でも評価されないリスク

が特定された場所では取られた行

動が合法であると確認するために

特定の場所での現地監査が必要と

されます。ただし、現地検証はリ

スクがその場所での観察を必要と

している活動に関連している場合

にのみ効果的です。しかし現地検

証はリスク緩和措置の評価におい

ては鍵となるツールであることは

覚えておくべきです。 

もし実地での伐採など、特定のリスクが

懸念されるなら、実際の伐採の現地での

観察が特定の場所での特定のリスクと

の連関を評価するために必要とされま

す。これは法に基づいた特定の伐採方法

の適用や伐採期間の安全装置の使用の

評価を含んでいます。 

第三者証

明 
第三者証明は LegalSource 証明に

関わる組織が自社の検証制度を実

施しない場合に利用できます。そ

の場合、第三者は組織に代わって

必要な評価を実行する目的で委託

を受けます。 

第三者認証は、加工段階、森林レベルな

ど、あらゆるタイプの証明監査で適用で

きます。例としては加工を経て様々な表

記のある原材料を分別する能力がある

かの評価があります。組織は、加工の際

に由来のわからないあるいは違法な原

産地からの木材が混入した材料を調達

しているリスクはないかを証明するこ

とができます。 
P32                                        
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Annex5：サプライヤー評価ガイドライン 
合法性に関する非コンプライアンスのリスクが実際に調達先やサプライヤーにあるかどう

かの確認のため、サプライヤー検証監査が必要となる場合があります。また、リスク緩和

措置が非コンプライアンス部分を管理するのに効力があったか否かの確認のためにも利用

できます。 
 
自社の検証プログラムを実行したい企業は以下をガイドラインとして参考にできます。 
 
よって、検証行動は DD システム全体において重要な役割を担っています。 

自社の検証プログラムを実行しない企業は、第三者監査機関を雇う必要があります。 

サプライヤー検証監査報告テンプレート（LS-04）はサプライヤー検証監査を行う際、

体系的方法で発見事項を記録する際に助けになります。 

LegalSource 認証企業に関しては、LegalSource 必要条件に準拠しているかの検証の

ため、常に NEPCon が自社の検証プログラムの結果を評価します。 
サプライチェーン検証監査は以下の両方または片方を対象とします。 

１．森林管理事業 
２．業者または加工施設 

サプライヤー検証必要条件はこれら 2 つの監査タイプの間で大きく異なります。違いは以

下に分類されています。 
 
検証目的 
サプライヤー・調達先の検証には２つの目的があります。 

１．リスク評価の間に確認された特定のリスクに基づく合法性に関する非コンプライア

ンスの存在または不在を検証する。 
２．DD 制度または同意したリスク緩和措置を効果的に実行し、リスクを緩和したかど

うかを検証する。 
１つの検証過程では、一つの過程に上記両方を含む場合があります。 
 
監査範囲 
利用者は監査人を指名し監査を調整する前に、検証範囲を決定しなければなりません。 
 
検証監査の範囲は特定のリスクやサプライヤーの特定の責任と一致したものでなければな
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りません。これはつまり、監査は、ある特定の活動やリスクのみを対象とし、他のものは

対象としない場合があるということです。これは監査条件や必要となる監査人の能力を設

定するうえで重要となります。 
 
監査範囲を決定するには、以下を決定することを含みます。 

・監査の管理方法（単一加工場、複合加工場、単一森林管理単位、複合森林管

理単位） 
・評価される特定リスクの確認 
・監査評価で必要となる実地訪問、監査チーム構成や評価範囲を考慮した上で

の森林管理単位の数や場所を絞った実地訪問。 
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検証過程におけるサプライヤーの役割 
サプライヤーは多くの検証過程で鍵となる役割を担っています。サプライヤーはたいてい

リスクが発生する可能性のある原産地の森林に近い場所にいます。それゆえにリスクの確

認・緩和の補助をするのに適切な存在です。 
 
サプライヤーの役割は必ずしも情報へのアクセスを提供することに限られません。むしろ、

サプライヤーは検証過程に直接関わることで重要な役割を果たすことができます。そのた

めに訓練が必要な場合もありますが、長期的に見れば、現地の人材を使うほうがより効果

的かつ効率のよい場合が多いのも事実です。 
 
当然ながら、サプライヤーの役割を事前に明確に定義し、彼らの同意を得ていることは重

要です。関係者全員が彼らの役割や責任を理解し、その過程を可能にする能力と権限を持

っている必要があります。 
 
監査準備 
どんな場合でも、監査の準備には、十分な計画と監査する側とされる側との間のコミュニ

ケーションが必要です。 
 
サプライヤーは、評価に必要な特定のリスク分野における情報を提供し、検証監査のため

の準備をしなければなりません。これらリスクや DD システム実行の際のサプライヤーの

役割次第では、サプライヤーは評価前に以下の情報を提供する必要があります。 
・監査の受け入れの確認 
・文書化した工程表 
・リスク緩和のために取る行動を文書化する記録とシステム 
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・責任者の特定 
・対象となる材 
・対象範囲に含まれる全ての準サプライヤーとサプライチェーンのリスト 
・リスク評価記録（適切な場合） 
・対象範囲内に含まれる木材の合法性証明文書（森林管理の場合、森林管理計画

やライセンスなど） 
・規制や法律に関するコンプライアンスを示す記録 

 
加工業者や取引業者の評価 

加工場や売買施設として分類されるサプライヤーの検証には、特定されたリスクによって、

現地視察か文書ベースの評価が行われます。現地視察では（加工の記録や工程などの）文

書の査読、関連スタッフとの面談、加工の際の業務の観察などを含みます。 

検証条件：検証プログラムの際のサプライヤーの条件は、サプライチェーンにおい

てサプライヤーが法を犯すリスクがあるか、また由来のわからないあるいは違法な木材が

合法木材に混入するリスクがあるかによって、LegalSource 基準の Annex2、3 のうちどれ

かに記載されています。 
 

森林管理事業者(FMEs)の評価 
木材が由来する森林の検証は、国、地方、森林管理事業者、事業グループで確認された特

定のリスクに対応しています。 
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森林管理事業検証のための必要条件は LegalSource 基準 Annex1 に記載されていま

す。評価の際、リスク評価の間に特定リスクと定義された関連する合法性の問題すべてに

森林管理事業が対応できているか確認してください。合法性カテゴリーが低リスクと確認

された場合、評価は必要ありません。 
 
監査能力 
監査過程の信頼性は監査を実行する人の能力によります。監査の能力は個人の能力の基礎

となる教育や以前の職業経験、監査訓練、監査経験からなる個人の素質と背景によります。 
 
最後に、どの監査も監査の基準や制度について、十分な知識を持っていることが重要です。 
監査の能力は以下の点を含んでいる必要があります。 

a) 監査の原則、手続き、技術：監査は別の監査でも適切に対応できるものである必要
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があり、監査は一貫した体系的な方法で行われているということを確認できる必要

があります。 
b) 運営方法や参考文書：監査人は監査の範囲や適用する監査条件を理解する必要があ

ります。 
c) 組織の背景：監査人は対象組織の運営背景を理解する必要があります。この分野の

知識や技術は以下をカバーする必要があります。 
・組織の大きさ、構造、権限、機能や関係性。 
・通常の仕事過程や関連する専門用語 
・監査対象者の文化的・社会的習慣 

d) 統率に関連する適応可能な法律や規制、他の必要条件：監査人は監査対象組織で適

用される基準条件の範囲内で監査を行いそれについて十分理解しておく必要があり

ます。この分野の知識や技術には以下をカバーする必要があります。 
・現地、地域、国の規則、法律、規制 
・契約や合意 
・国際条約や会議 
・組織が同意する他の要件 

 
準拠評価 
組織の DD のもと監査検証の対象となったサプライヤーは、関連する合法性要件に準拠

しているという証拠を提供する必要があります。前述の通り、適用できる特定の条件は、

評価における管理の種類同様、特定されたリスクが何かによります。LegalSource 基準

には各特定の合法性条件を評価するために必要な証明者も記載されています。 
 
必要基準への準拠を評価し、文書化することは重要です。必要条件に反する非準拠は定

義して、特定の矯正措置が決められた時間内に取られるべきです。 
 
報告 
サプライヤーの検証結果は体系的で、透明性を確保した方法で文書化する必要がありま

す。 
P35                                      
 

サプライヤー検証監査報告テンプレート（LS-04）では全ての監査に関連するチ

ェックリストを用意しています。 
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NEPCon による準拠評価 

NEPCon からの LegalSource 認証を必要とする組織によってサプライヤー検証

が実行されるどのケースでも、NEPCon またはそのパートナーによる自社の検証プロ

グラムの準拠評価がなされる必要があります。 
P36                                      
 

NEPCon について 
NEPCon は世界の自然資源の責任ある利用と持続可能な暮らしを目指して活動する国

際的な非営利組織です。NEPCon は信頼できる認証サービスの提供と革新的プロジェ

クトへの参加を通じて土地利用、ビジネスのあり方、消費者行動を変えていくことを目

指しています。 
 
NEPCon は EU 木材規制のもと監査機関として欧州委員会に認められています。 
 
企業や組織、政府と関係を構築することを通し、私たちは気候変動や生物多様性の損失

を含め、人類が直面する最大の環境脅威に取り組む際、人々がその解決の一部となる力

となります。私たちの提供するサービスによって、私たちの顧客は自らのコミットメン

トを彼らのクライアントや一般の人に伝えることができるのです。 
 
FSC、Smart Logging、CO2 排出認証に関するサービスはレインフォレストアライアン

スとの協働で提供しています。NEPCon は PEFC の CoC 認定の承認を受けています

(DANAK reg.no.7029)。 
P37                                      
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 添付資料 8. 植林木チップのサプライチェーン（調査チーム作成） 

 
 

 
植林木チップのサプライチェーン 
 
「パターン 1」 
植林（日本企業系サプライヤー／現地子会社・出資会社） 

↓ 
伐採・搬出（同上） 

↓ 
チップ加工（同上） 

↓ 
船積み・輸出（同上） 

↓ 
輸入・販売（商社） 

↓ 
購入（製紙企業） 
 
「パターン 2」 
植林（日本企業系サプライヤー／現地子会社・出資会社） 

↓ 
伐採・搬出（同上） 

↓ 
チップ加工（同上） 

↓ 
船積み・輸出（同上） 

↓ 
輸入（製紙企業） 
 
「パターン 3」 
植林（現地資本系サプライヤー） 

↓ 
伐採・搬出（同上） 

↓ 
チップ加工（同上） 
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↓ 
船積み・輸出（同上） 

↓ 
輸入・販売（商社） 

↓ 
購入（製紙企業） 
 
「パターン 4」 
植林（現地資本系サプライヤー） 

↓ 
伐採・搬出（同上） 

↓ 
チップ加工（同上） 

↓ 
船積み・輸出（同上） 

↓ 
輸入（製紙企業） 
 
「パターン 5」（ベトナム・タイ） 
植林（農民等） サプライヤーが苗木供給、育成指導、買い取り保証 

↓ 
伐採・搬出（農民等） 

↓ 
チップ加工（サプライヤー）※現地資本系と日本企業系がある 

↓ 
船積み・輸出（サプライヤー） 

↓ 
輸入・販売（商社） 

↓ 
購入（製紙企業） 
 
「パターン 6」（ベトナム・タイ） 
植林（農民等） サプライヤーが苗木供給、育成指導、買い取り保証 

↓ 
伐採・搬出（農民等） 

↓ 
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チップ加工（サプライヤー）※現地資本系と日本企業系がある 
↓ 

船積み・輸出（サプライヤー） 
↓ 

輸入（製紙企業） 
 
 
全てのパターンに共通する事項 
 
◎植林､伐採・搬出､チップ加工､船積み等の各作業を地元企業に委託するケースがある｡ 
チップを船積みするまで、立木・原木・チップの所有権はサプライヤーに帰属する。 
（農民植林の場合は、立木は農民に帰属する。） 

 
◎第三者が植林した立木・原木・チップをサプライヤーが購入するケースもある｡ 
 
◎チップの輸出入を商社が担当するケースが多い。製紙企業が直接、現地資本系サプライ

ヤーから輸入するケースもある。 
 
◎基本的な取引条件は FOB(Free On Board:本船甲板渡し)である｡ 
  契約上､売主(輸出者)は貨物を積み地の港で本船に積み込むまでの費用･リスク等を負担｡ 
  買主(輸入者)は､それ以降の船運賃･海上保険料･通関手数料･リスク等を負担｡ 
 
◎日本以外の第三国にチップを販売する場合もある。 
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