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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 木材規制法（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

内で販売される木材についてはデューディリジェンス（伐採国のリスクアセスメントが必

須）を実施しなくてはならないことになったところである。 
 
さらに、オーストラリアにおいても「違法伐採禁止法（Illegal Logging Prohibition Bill 
2012）」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、伐採国のリスクアセスメントを実施す

ることが求められている。 
 
このような状況において、日本の製紙会社が海外植林を実施するにあたっても、デューデ

ィリジェンスとして植林実施国のリスクアセスメントを行うことが重要になってきている。 
 
このため、1 年目にはディープグリーンコンサルティングの籾井まり氏の協力委託を得て、

EU 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

メント手法の収集・分析を行った。 
 
2 年目については、引き続きディープグリーンコンサルティングの籾井まり氏の協力委託を

得て、ＪＯＰＰに「海外植林におけるナショナルリスクアセスメント手法の開発に関する

検討委員会」を設置し、製紙産業の原料造成及び調達の実態に基づいて、EU 木材規制法な

どの先進国の法的規制や森林認証のデューディリジェンスにも対応した、国際的に通用す

るナショナルリスクアセスメント手法の開発を行なった。成果物である「日本製紙連合会

違法伐採対策デューディリジェンスツール」を、海外原料を調達する製紙企業のデューデ

ィリジェンスマニュアルの雛形と位置づけている｡ 
 

− 1 −
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以下の８名が検討委員会委員である｡（敬称略） 
 
籾井 まり (委員長) ディープグリーンコンサルティング代表 
竹内 孝之 O&C ファイバートレーディング(株) 取締役チップ部長 
松本 哲生 (１回･２回) 日本製紙(株) 原材料本部 本部長付部長 
太刀川 寛（３回） 日本製紙(株) 原材料本部 林材部 部長代理 
石田 裕之 (１回･２回) 北越紀州製紙(株) 海外資源部 部付課長 
荒井 芳晴 (３回) 北越紀州製紙(株) 海外資源部 木材チップ担当課長 
飛田 真作 大王製紙(株) 資源部 海外植林課 課長代理 
千葉 英記 三菱製紙(株) 原材料部 林材グループ 上席主任 
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略語表 
CITES Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora 

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 

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 
CW Controlled Wood 管理木材 
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 

ETTF European Timber Trade Federation ヨーロッパ木材貿易連盟 
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 

FM Forest Management 森林管理 
FMU Forest Management Unit 森林管理ユニット 

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 
ISO International Organization for 

Standardardisation 
国際標準化機構 

OECD Organisation for Economic  
Co-operation and Development 

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 

SGEC Sustainable Green Ecosystem Council 緑の循環認証会議 
SVLK Timber Legality Assurance System / 

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu 
インドネシア木材合法性保

証システム 
TI Transparency International トランスペアレンシー・イ

ンターナショナル 
VPA Voluntary Partnership Agreement 自主的二国間協定 
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第１章 今、世界から何を求められているか 

 
違法伐採問題は、長年の国際的な取組にも関わらず多くの国でいまだ深刻である。違法伐

採のスピード自体は減速傾向にあるものの、森林破壊・劣化が地球温暖化の一因であり人

類生存にとって脅威となりつつあるという認識も高まってきている。違法伐採の規模につ

いては多くの報告書があるが1、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2、今世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3。市場に出回る違法材としては、2004 年の世界市場で取引

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推定がある4。また新たな

現象として違法伐採は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いう指

摘もある5。 
 
違法伐採対策の取組は、90 年代から G7 の場を中心に進められてきた。国際社会の場では、

違法伐採問題には原産国側の汚職やガバナンスの問題が根本にあるとする考えに基づき、

木材の消費国としての先進国も対策を取ることが共通認識として取組が進められてきた。

違法伐採対策の措置はまず、欧米の先進的な民間企業が 1990 年代初めから調達方針を次々

と策定し、続いて先進国政府が公共調達規制を導入することから始まり、2000 年代の半ば

には公共調達方針で違法木材を規制することはスタンダードとなった。そして近年、さら

に民間調達においても違法材の取引を法律で禁止し民間企業にチェックを義務付けること

が、違法伐採対策の新たな世界スタンダードとなりつつある。 
 
一番最初の例は、違法伐採対策として 2008 年に改正された米国レイシー法である。続いて

EU においても 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

禁止された。さらに、オーストラリアにおいても「違法伐採禁止法」が 2012 年に成立し、

違法材の禁止が 2014 年から段階的に施行されている。 
 

                                                  
1 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） 
2 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

広く引用される。 (http://www.fao.org/forestry/fra/fra2010/en/) 
3 Lawson, S. and McFaul, L. (2010), p. 10 
4 Ibid. 
5 Lawson, S., et. al. (2014), Consumer Goods and Deforestation: 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) 

− 5 −
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これらの法律に共通しているのは、違法材の取引を禁止していること（レイシー法ではよ

り広範囲に禁止を適用、EU とオーストラリアでは域内/国内への違法材への持ち込みを禁

止）、違法材の購入を避けるためのデューディリジェンス（以下 DD）（レイシー法では「デ

ュー・ケア」と呼ばれる）と呼ばれる措置を義務付けていることである。DD は、「相当の

注意」などと一般的に訳される概念である。木材 DD は、購入する木材の違法リスクが低

いかどうかをチェックするため、関連情報にアクセスできるようにし、情報をもとに違法

リスクを評価した後、リスクが無視できないレベルであると判断した場合にはリスク緩和

措置を取る、というプロセスである。木材の場合、実際にはこの DD のプロセスは企業の

事業規模、扱う樹種や製品などによって多様なものとなる。 
 
つまり DD はあくまでプロセスであり、どこに基準を合わせるか、つまり何をもって合法

材とするかという認識が、欧米規制と現在の日本では異なっている。後に詳しく述べるが、

新法が導入される前の現時点では、日本においては違法材は単に原産国の森林管理に関す

る法律に違反しているものを指すのに対し、例えば EU 木材法では環境に関する法律や第

三者の権利に関する法律も対象となっているなど、違法材の範囲は広い。世界スタンダー

ドではこの点が今後どうなっていくのか、注目に値する点である。 
 
ただし DD 自体は、木材のみならず、幅広い分野で企業に求められるようになってきてい

る概念であり、EU 木材法で対象としている第三者の権利は、近年重要視されてきている。

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」に基づいたラ

ギー原則では、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）6。この考えは、日本企業

が多く参考にしている ISO26000 の基盤ともなっている。 
 
以上のような背景から、世界で一番の木材輸入国となった中国や、引き続き重要な市場で

                                                  
6「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

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/）  

− 6 −
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ある日本などの主要消費国に対し、欧米規制と同様の規制を求める声は NGO を中心に大き

くなっている。中国では 2009 年から DD の導入に向け、イギリス政府の支援も受け民間企

業を巻き込んだパイロットプロジェクトが重ねられており、まずは自主的 DD の導入が見

込まれている。さらに韓国でも近年中に DD が法的義務となるとも考えられている。7また

この動きは原産国側にも広がっており、EU と二国間協定 VPA を結び合法ライセンス材を

最初に出荷する国と期待されているインドネシアでも、輸入材の DD がすでに義務付けら

れている8。 
 
またインドネシアからは今年中に EU との二国間協定 VPA のもとのライセンス材が出荷さ

れると見込まれており、世界基準の合法材の新たな局面を迎える。EU では 2003 年から

FLEGT 行動計画のもと、原産国と二国間協定 VPA を締結し原産国のステークホルダーに

よる信頼できる合法性の定義と合法木材証明システムの構築を求めてきた。EU 木材法のも

とでは VPA のもとのライセンス材は、DD をしなくてよい木材という扱いになり、中国な

ど他国でも同様の扱いが検討されている。 
 
表 1．インドネシアにおける合法性証明制度 SVLK とライセンス材に向けた準備の進捗 
FLEGT VPA Annual Report, May 2014-April 2015 より9 

 
 
                                                  
7 Momii, M. “Recent developments on timber legality regulations in Asia-Pacific region 
– in response to global effort –“, presentation material for FAO Asia Pacific Forestry 
Week (2016/2/24), at; 
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rap/Asia-Pacific_Forestry_Week/doc/Stream_1/ST1_
Momii_24Feb_Opp_challenges_for_market_access.pdf 
8 Global Timber Forum, “Indonesia requires due diligence for imported wood, but 
relaxes SVLK rules for certain products” at: 
http://gtf-info.com/content/news/market-legality-requirements/indonesia-requires-due-d
iligence-for-imported-wood-but-relaxes-svlk-rules-for-certain-products-1360 
9 FLEGT VPA Annual Report, May 2014-April 2015 
(http://www.euflegt.efi.int/documents/10180/211477/VPA+Annual+Report+Indonesia-E
U+2014-2015.pdf/09c63a6a-377f-4b4e-99e1-cb3808a9a52c) 

− 7 −
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実際に、日本では 2016 年 5 月 13 日現在、DD と同様の措置を企業に取らせるための法案

が国会で可決されようとしているが、DD は法的義務とははなっていない。さらに、違法木

材の定義についても、欧米のように広範囲となるのかはまだ明確になっていない。日本の

DD が世界スタンダードに並ぶのか、今後が注目されるところであるが、特にすでに措置を

導入した欧米諸国からの、主要市場である日本への期待は大きい。 
 

第２章 製紙業界のこれまでの取り組み 

 
わが国では、グリーン購入法の判断基準が改正され、政府調達にあたって、2006 年 4 月以

降は合法性が証明された木材を用いなくてはならないということになった。合法証明方法

については、「違法伐採対策に係る林野庁のガイドライン」によって①「森林認証による方

法」、②「団体認定による方法」、③「個別企業の独自の取り組みによる方法」が示されて

いる。 
 

（１）製紙業界の違法伐採対策 

製紙業界としては、③の「個別企業の独自の取り組みによる方法」を採用することとし、

2006 年 4 月以降、日本製紙連合会の会員企業は、それぞれの企業で独自の違法伐採対策に

取り組んでいるところである。（その実施にあたっては、適宜、①の「森林認証による方法」

や②の「団体認定による方法」を一部活用している。） 
 
なお、これに先立って、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いく姿勢を明

確にしている。加えて、2007 年 3 月には、「環境に関する自主行動計画」を改定し、違法

伐採対策を自主行動計画の一環として位置づけたところである。その後、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、引き続きその一環として位

置づけられている。 
 

（２）違法伐採対策モニタリング事業 

2007 年度からは、会員企業の自主的な取り組みに、客観性と信頼性を担保するために、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するとともに、その結果について

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の指導、助言及び

監査を求める「違法伐採対策モニタリング事業」を実施するなど、業界全体としての違法

伐採対策のより一層のレベルアップに努めている。9 年目となる 2015 年度についても、会

員企業１７社の 2014 年度の違法伐採対策について「違法伐採対策モニタリング事業」のモ

ニタリングを実施したところである。 
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 以下の５名が監査委員会委員である。（敬称略） 
 
           東京大学大学院教授 永田   信氏 
           全日本文具協会 大沼 章浩氏 
           グリーン購入ネットワーク 麹谷 和也氏 
           筑波大学大学院准教授 立花  敏氏 
           PｗC あらた監査法人 野村 恭子氏 
 
日本製紙連合会は、製紙業界の違法伐採対策として、米国、ＥＵ、豪州等の海外の違法伐

採対策にも対応できる DD システムを構築するため、2015 年から海外産業植林センター（Ｊ

ＯＰＰ）に、「海外植林におけるナショナルリスクアセスメント手法の開発」調査を委託し

て、製紙業界の DD システムの構築を行っている。このシステムは、特にＥＵの木材規制

法をクリアできるレベルを目指しており、欧州木材貿易連盟（ETTF）が開発したＤＤシス

テムを参考にしている。日本製紙連合会が現在実施している違法伐採対策モニタリング事

業にこのＤＤシステムを統合することによって、製紙業界の違法伐採対策のレベルを国際

的なものとする考えである。 
 

第３章 世界に通用するＤＤとは何か 

 
EU 木材法、オーストラリア違法伐採禁止法では、DD の実際の手順について基本的なルー

ルが存在している。また米国レイシー法では具体的な細則は出ていないものの、最近の取

締り事例では司法取引協定のもと準拠計画が設立されるなど、徐々に米国でも期待される

プロセスが明確になってきており、基本的な考えは EU の DD と類似している。10 以下、

DD について細則を出している EU を例として、世界的に通用する DD とはどのようなもの

か、第三者認証制度との関係も含め簡単に概要を紹介する。 
 
すでに述べたように、企業の DD システム（DDS）は基本的に、（1）情報へのアクセス、

（2）リスクアセスメント、（3）リスク緩和措置の 3 段階のプロセスで構成される。以下の

図は、EU のモニタリング機関の一つである NEPCon の作成した図に基づき、基本的な流

                                                  
10 広葉樹フロア材では米最大手のランバー・リクイデーター社が、780 万ドルの罰金を課

され、コミュニティーサービスや没収された物品の価値も合わせると総額 1300 万ドルを支

払うことになった事例。違法ロシア材の輸入や虚偽の申告など、合計 5 つの違反が見つか

り、同社は違反を認めて司法取引協定が締結された。協定中には準拠計画が盛り込まれて

おり、リスクアセスメント、取引業者の確認や評価、注文書の確認、監査とモニタリング

などがデュー・ケアの内容として記載されている。

http://eia-global.org/campaigns/forests-campaign/u.s.-lacey-act/lumber-liquidators-info/l
acey-act-compliance-plan 

− 9 −



10 
 

れを示している。 
 
図 1．DDS 実施の流れ 

 

 
まず、DDS を実施するための社内管理体制を整えておく必要がある。基本は何を基準とす

るかということの確定であるが、多くの場合は企業の調達方針となる。また、ISO やサプ

ライチェーン管理のための管理システムがすでにある場合には、そこに DD に必要な仕組

みを組み込むことになる。 
 
実際の DD のプロセスはサプライチェーン管理（SCM）の部分からとなる。この部分のポ

イントは、情報収集はそれ自体が目的なのではなく、情報をもとにリスクアセスメントを

十分に行うことが目的であるということである。そのため、リスクアセスメントが行える

レベルでできる限り収集できるよう、また、追加情報が必要な場合のためにもアクセスで

きるようにサプライヤーからの同意を得ておくようにする。情報収集やアクセスへの同意

部分も、すでにサプライヤーとのコミュニケーションで使用する文書やシステムがあれば、

そこに DD に必要な項目を盛り込むことができる。サプライチェーン管理を行う企業の場

合、多くは必要とされる基本情報（樹種、原産国/地、量など）は、伝票などに記載がある

か、トレイサビリティーレポートなどで要求されていると考えられる。この部分に労力を

要するのは、樹種や伐採地が不明なまま購入していた企業や、そうした製品が一部にある

場合である。 
 
そうして集めた基本情報をもとに行うリスクアセスメントであるが、世界に通用する DD
を行う場合には、欧米の合法性基準である、広範囲の伐採国における適用法への準拠が基
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準となるであろう。以下は EU 法で定める適用法の範囲である： 
 
EU 木材法 第 2 条（h）で定める適用法の分野 

• 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への支払  
• 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 

 
EU では適用法への準拠を示す文書についての説明を、以下のように改訂したガイダンス文

書に記載している。11 
 
表 2：「欧州（EU）木材規則のためのガイダンス文書」より12 

1. 法律に基づき公告された境界

内で木材を伐採する権利に関

する文書。 

通常、紙媒体または電子媒体の文書として入

手可能。例：所有権/土地使用権、契約書また

は伐採権所有地合意書。 

2. 木材伐採に課せられる税金を

含め伐採権及び木材に対する

料金の支払い。 

通常、紙媒体または電子媒体の文書として入

手可能。例：契約書、銀行手形、付加価値税文

書、領収書。 

3. 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法

及び森林法も対象となる。 

公式な監査報告書、環境許可証、承認された

伐採計画、伐採区画閉鎖報告書、ISO認証書、

行動規範、立法化された強固な監督制度及び木

材追跡・管理手続きについて明示した公開情

報、伐採国の管轄官庁により発行された公文書

4. 木材伐採により影響を受け

る、利用及び保有権に関する

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、社会的責任に関する合意、所有権及び権利

の主張や紛争に関する特定の報告書。 

5. 森林分野に関係する貿易及び関

税。 
通常、紙媒体または電子媒体の文書として入

手可能。例：契約書、銀行手形、貿易手形、輸

入許可証、輸出許可証、輸出税の領収書、輸出

禁止一覧、輸出数量制限。 

 
                                                  
11 以下のリンクから英語文書のダウンロードが可能：

http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm  
 
12 Euro Trends による日本語訳。 
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リスクアセスメントは DD の中で最も難しい部分であり、分野が広ければそれだけ作業の

難易度は高くなるが、違法伐採問題に取り組むためには必要な項目と考えられる。そのた

め、DD では、適用法への準拠については文書ベースではない。また、NGO の報告などを

見ると、日本企業にとって国内で「合法」とされていると考えていた木材・木材製品が、

人権問題などに触れる「違法材」であると指摘されている例もある。世界的に通用する DDS
は、EU のような合法性の定義を広範囲に定めている基準に照らして行う必要があるだろう。

リスク評価については、マニュアルと添付資料を参照されたい。 
 
 リスクを評価した後、リスクが無視できるレベルではないと判断した場合には、リスク

緩和措置を取る。どういうレベルであれば無視できると判断できるかは、DD を実施するう

えで一つの鍵となる点である。EU ではガイダンス文書が改訂されているが、この点につい

ては特に新しい記述はなく、全般的な情報（樹種のリスク、伐採地のリスク、サプライチ

ェーンの複雑さなど）に気になる点がある場合、製品特有の情報をより注意して集める必

要があることが記載されている。そのうえで、両方に関して全く懸念がない場合にリスク

を無視できると判断する、という全般的な説明があるのみである。 
 
ただガイダンス文書は、チェックを事業者の判断でより入念にすることもできるとしてお

り、どこまでチェックするかは事業者の責任と判断であることは明確になっている。つま

り、DD の最終的な結果（木材が合法であるとの判断）の責任は、あくまで事業者にあり、

これは DD 認証をした場合でも同様である。よって、企業はやはり、普段から自らの取り

扱う製品の周辺情報をよく知っておく必要があるということになる。 
 
リスクが無視できないと判断した場合に取るリスク緩和措置であるが、追加文書や情報の

要請、現地監査、独立第三者認証/証明の利用など、様々な方法がある。どれを選ぶかは直

面する違法リスクや製品の種類、サプライヤーとの関係など多様な要素を考慮したうえで、

企業が判断することになる。リスク低減により効果的だとされているのは監査や認証制度

などの利用であり、ETTF はより効果的な措置を強く推奨している。具体的なリスク緩和措

置については、以下の表にある。 
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第４章 日本製紙連合会ＤＤマニュアルの開発 

 
日本製紙連合会では平成 26年度から、「海外植林におけるナショナルリスクアセスメント」

として、海外産業植林センターに委託し DD の検討事業を行ってきた。初年度は文献調査

に基づき、欧米法のもとの DD について報告書にまとめ、H27 年度は製紙連合会の会員企

業で構成する委員会を設け、実際のマニュアルについて委員会を 3 回開いて検討を行った。 
 
委員会での協議を重ね開発したマニュアルは、ヨーロッパ木材貿易連盟（ETTF）とオース

トラリア木材業界団体が非営利団体 NEPCon の協力で作成したものを基本とし、製紙業界

用に柔軟性を持たせるため簡素化したものである。簡素化は、すでに各企業で行っている

サプライチェーン管理体制を利用するためであり、会員企業に過度の負荷を与えずに既存

システムを利用して DD を行ってもらうためである。簡素化にあたっては、製紙業界特有

の使用樹種や原産国、植林木と認証材の推進、購入木材・木材製品の種類、サプライチェ

ーンの構図などの現状を委員から情報提供してもらい考慮材料とした。よって、マニュア

ルとツールはあくまで雛形という位置づけとなっており、実施については個々の企業で補

足的なツールや措置を使ってもらう意図である。 
 
委員会において特に議論となった点としては、木質燃料を DD の対象とするか否かについ

て対象とすべきという意見が多く、実際に協力企業において書類などでどこまで確認でき

るかを調べてもらった結果、樹種、原産国/地をすべて確認することが現段階では非常に難

しいことがわかった。よって、当面は「できる範囲で」情報を収集し DD を行っていくこ

ととした｡ 
 
国内産の材料については樹木分布区域図･区域別樹木リスト（別添４）を作成し、含まれる

可能性のある樹種をできるだけすべて記載することで対応することとした。今後、これら

の材料については情報収集のレベルは高めるべく、サプライヤーとの協働を進めるという

方針である。 
 
以下、実際のツールであるが、製紙連合会が 2007 年度から行っているモニタリング事業で

はこのマニュアルに沿った DD の実施も対象となり、モニタリングのチェック項目に DD
に関する要素が入る予定である。それに従って、DD のモニタリングも、前述の第三者監査

委員会のチェックを受けることとなる。 
 
以下、マニュアル基本４点セットとして､DD マニュアル、トレイサビリティ－レポート、

違法伐採対策モニタリング事業の調査マニュアル､樹木分布区域図･区域別樹木リストを､
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それぞれ別添１､別添２､別添３､別添４に記載する。 
 

今後の課題 

 
 地球的な規模における森林の減少を抑制し、地球温暖化の防止に資するために、発展途

上国における違法伐採木材の撲滅を図ることは、世界的に喫緊の課題となっている。 
 
 このため、グローバル・サミットにおける議論を踏まえ、先進各国やＥＵは違法伐採対

策の推進に積極的に取り組んでおり、ＥＵ－ＦＬＥＧＴの一環としてのＥＵの木材規制法、

米国のレイシー法、豪州の違法伐採禁止法などの法的措置が講じられ、違法伐採木材の排

除のためのデューディリジェンス（ＤＤ）の実施が義務付けられるようになってきている。 
 
 さらに、２０１６年 5 月には、我が国においても、「合法伐採木材等の流通及び利用の促

進に関する法律（合法伐採木材利用法）」が制定され、木材関連事業者は利用する木材及び

木材製品の全てについて合法性の確認を行うとともに、それを実施している企業は自らを

登録できることとなり、２０１７年以降に施行されることとなった。 
 
 このような状況下において、海外植林を推進している日本の製紙企業は、海外植林地か

ら生産される木材チップを始めとするすべての製紙木質原料について、ＤＤを行うことに

より合法性を確認しなければならないこととなった。 
 
 その際に、日本の製紙企業は、当然のこととして国内法である「合法伐採木材利用法」

に従って、すべての製紙用木質原料について法律により規定されている合法性の確認を行

うとともに、自らを法律が定める登録機関に登録しなければならないが、この法律が規定

している合法性の確認（DD）は、ＥＵや豪州等の法律で規定されているＤＤに比べてレベ

ルが低いと想定されるため、国内法の規定に従ったとしても、諸外国のＤＤを実施したこ

とにはならないということに大きな問題がある。 
 
 このため、日本製紙連合会は、本委託調査において、国内法はもちろんのこと、ＥＵの

木材規制法、米国のレイシー法、豪州の違法伐採禁止法などの規定するＤＤとして通用す

るレベルのＤＤマニュアルである「日本製紙連合会違法伐採対策デューディリジェンスツ

ール」を、欧州木材貿易連盟（ＥＴＴＦ）の「ETTF System for Due Diligence」に準拠し

て開発したところである。 
 
 これにより、このＤＤツールに従ってすべての製紙用木質原料についてＤＤを行えば、

我が国のみならず海外の市場に対しても、ＤＤにより合法性の確認を行った製品として出
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荷することが可能になり、日本の製紙企業の紙・板紙製品の競争力を飛躍的に高めること

ができることになる。 
 
 今後の課題としては、日本製紙連合会がグリーン購入法の林野庁のガイドラインに基づ

いて現在実施している「違法伐採対策モニタリング事業」を、合法伐採木材利用法の規定

に基づく事業としてグレードアップするとともに、その事業における合法性の確認方法と

して、「日本製紙連合会違法伐採対策デューディリジェンスツール」に基づくＤＤを実施す

るようにしなければならない。 
 
 そのために想定される改正実施項目としては以下のようなことが考えられる。 
 
・「違法伐採問題に対する日本製紙連合会の行動指針」を改定する。 
・「日本製紙連合会違法伐採対策モニタリング事業」実施要領を改定する。 
・日本製紙連合会の会員企業は合法伐採木材利用法に基づき登録実施機関に登録する。 
（登録の実施にあたっては日本製紙連合会が一括して行う。） 
・会員企業の木材調達方針にＤＤの実施を明記する。 
・会員企業は合法証明ＤＤシステムを構築する。 
（「日本製紙連合会違法伐採対策デューディリジェンスツール」を採用する。） 
・当面は製紙用木質原料を対象とするが、近い将来には木質バイオマス燃料も対象にする。 
 
 なお、日本製紙連合会は、引き続き「違法伐採対策モニタリング事業」の実施による改

善を通じて製紙業界全体としての違法伐採対策のレベルアップを図るとともに、ＥＵを始

めとする諸外国の政府及び業界団体と緊密な連携を図っていく考えである。 
 

以上 
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DD マニュアル基本４点セット 

(別添１) 日本製紙連合会違法伐採対策デューディリジェンスツール 

(別添１) 

日本製紙連合会 
違法伐採対策 

デューディリジェンスツール 
	 	

	
会員企業のデューディリジェンス(ＤＤ) 

マニュアル雛形 

 

2016 年 5 月 
 

 
 

 

 

  

使用上の注意: 
本マニュアルを使用する場合には必ず以下の注意点を読み理解したうえで行うこと。 
本マニュアルは、デューディリジェンス・マニュアルの雛形例である。従って本マニュ

アルをこのまま使用することはできない。システム上の様々なニーズは各社で異なると

いう前提のもと、このマニュアルは各社内で実際に使用されている手続に合わせて適応

化しなければならない。本マニュアルは、デューディリジェンスの手続きがどのような

ものであるかを示す一般例であり、制度に関する詳細についてはあくまで例として記載

されている。また各社で記入が必要な部分は下線で表示されている。 
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[企業名] 

[ロゴ] 
 
 

デューディリジェンス･マニュアル 
 
 

[年月日・版] 
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１. はじめに 

 
本文書は日本製紙連合会の木材・木材製品の調達のデュー･ディリジェンス(DD)マニュアル

である。マニュアルは、日本製紙連合会会員企業の合法調達方針の補助となることを目的

としている。 
 
本マニュアルは、＿＿＿＿＿社が木質原材料の調達において DD を行うことにより、同社

が違法に伐採された木材製品を調達するリスクを最小化することを目的としている。 
 
＿＿＿＿＿社の主な事業は＿＿＿＿＿＿＿＿である。 

 
本マニュアルとその各項目の実行にあたって、デュー･ディリジェンス(DD)とは､＿＿＿＿

＿社が違法に伐採された木材・木材製品を調達するリスクを最小化するために同社が事業

行為において取る一連の措置を意味する。 

 
本マニュアルの内容は、米国レイシー法、EU 木材規則（違法伐採によって取得された林産

物を規制する規則）、オーストラリア違法伐採禁止法、及び日本の合法伐採木材等の流通及

び利用の促進に関する法律に準拠するために作成されている。 
 
本文書中にある DD の各過程は同社の全サプライヤーに適用する。 
 

1.1 木材調達における DD プロセス  

本マニュアルにおいて、デュー･ディリジェンス(DD) とは、以下の 3 つの段階を踏み木材

の違法リスクを最小化することを意味する： 
 
（1） 必要情報へのアクセス 

 
（2） リスクアセスメント 

 
（3） リスク緩和措置 
 
 （2）でリスクが低いことが確認できれば、（3）を行う必要はない。 

 
 （3）でリスクが緩和できない場合には、当該製品の購入をやめる。 
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本マニュアルの実施を担当するのは、以下の担当者とする。 
 [氏名] 
 [職務] 
 [連絡先住所] 
 [電話番号] 
 [メールアドレス] 
 

4.2 研修・能力育成 

研修について： 

                                          （例：調達に関わる全員）を対象とする 
 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（例：半年に一度）行う 
 

 ＿＿＿＿社の調達方針及び本マニュアル中の DD の各過程がきちんと準拠されること

を目的として行う 
 

 日付や参加者を含む研修記録を取り保管しておく 
 

 初めて参加する社員の研修は、すでに研修を受けた社員が責任を持って行う 
 

 研修やその他の能力育成に関わる記録は、5 年間保管しておく 

 

4.3 DD システム（DDS）改訂のプロセス 

 DD の統括責任者、または必要に応じて独立第三者が、DDS の維持、見直し、改訂を 1
年に 1 度行う 

 
 サプライチェーンに変更があった場合、新規のサプライヤーから購入する場合、また

は新しい製品・樹種・原産国などが調達対象ことになった場合には、その都度、サプ

ライチェーンとリスクアセスメントの結果を見直し、必要な場合には DDS を改訂する 
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4.4 記録管理の手続き 

 

 DD におけるすべての課程、要素について記録を取る 
 

 記録はデジタルでも紙ベースでもよいものとする 
 

 記録は最低 5 年保持する 
 

 DD の実行のために必要な記録文書としては、例として以下のようなものが挙げられ

る： 
 売買契約書 
 協定書 
 請求書 
 インボイス 
 トレーサビリティレポート 
 森林認証証書 
 団体認定書 
 合法証明書 
 内部監査報告書 
 第三者監査文書 
 現地確認報告書 

4.5 対外コミュニケーションにおけるルール 

＿＿＿＿＿社は、DD を本マニュアルに従って行った場合でも、製紙連合会のデューディリ

ジェンス認証/証明を受けたという表現を、請求書、パッケージ、木材製品そのもの（ただ

しこれらに限定されない）に使用しない。例として使用できない表現は、「リスクアセスメ

ント済み」「リスクアセスメント済み木材」「低リスク木材」「独立第三者監査済み木材」な

ど。パンフレット等でデューディリジェンス制度について説明する場合には、「独立第三者

認証」という表現は使用しない。「無視できるリスク」という表現は、製品のリスク評価に

ついて説明する場合には使用してもよいが、製品説明としては使用しない。ただし、「製品

のリスクを評価するために、製紙連合会のマニュアルに基づき＿＿＿＿社で社内デューデ

ィリジェンスを行った」という説明はしてもよいものとする。 
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アクセスできるようにしておく。そのために、サプライヤーから情報提供について契約文

書を通して合意を得ておく：. 
 

a. 製品の種類 
b. 市場に出ている全製品の樹種の通称と学名 
c. （木材の伐採された）原産国、（違法性のリスクがより高い原産国では）地

域、森林伐採地区 
d. 木材製品が製造された国 
e. 製品のサプライヤー･リスト(商号、国名、住所） 

サプライヤー

の商号 
国名 住所 製品の種類 

    

    

    

    

f. マニュアルの対象となる購入予定の木材製品の量  
g. 該当する場合は以下を含む、木材・木材製品が関連適用法規制に準拠するこ

とを示す文書またはその他の情報 
- FLEGT ライセンス材及び CITES 材 
- FSC 認証証明書及び PEFC との相互認証制度の認証証明書16 
- 第三者合法性証明システムへの準拠を示す文書 
- EU 木材法、オーストラリア違法伐採禁止法によって認められた文

書17 
h. サプライチェーン図 

 

7.1 サプライチェーン情報の収集 

情報収集は、トレーサビィリティレポート(別添２)により､リスクアセスメントがきちんと

できるレベルで行う。  
 
                                                  
16 サプライヤーの CoC 認証だけでなく製品そのものの認証を必ず確認すること。 
17日本製紙連合会『H26 年度 海外植林におけるナショナルリスクアセスメント手法の開発 
報告書』中の 82 頁～88 頁､添付資料 2「EU 木材規制のためのガイダンス文書」を参照。

また、日本製紙連合会『H26 年度 海外植林におけるナショナルリスクアセスメント手法の

開発 報告書』中の関連部分参照：EU は「3.1.4 補足法とガイダンス」、オーストラリアは

「3.3.2 デューディリジェンス（DD）」を参照。 
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7.2 サプライチェーンに関する情報へのアクセス 

サプライチェーンに関する情報が不足していることは、リスクを意味する。この場合リス

ク緩和措置を取る。 
 

7.2.1 情報更新・改変 

サプライチェーンやサプライヤーに関する情報は、以下のタイミングで更新する： 

 年に一回 
 サプライチェーンに変化があった場合 

 

7.2.2 情報のギャップに関する評価 

リスクアセスメントの前に、サプライヤー情報は確認しておくこと。不足する情報につい

て評価し、これを情報のギャップと考えること。 
 

８. リスクアセスメント 

 
リスクアセスメントでは、以下を含む項目についてリスクが無視できるか否かを検討する： 
 

 製品 
 樹種 
 原産地 
 サプライチェーンの複雑さ 

 
リスクアセスメントについては､「2015 年度違法伐採対策モニタリング事業の調査マニュア

ル」(別添３)に基づいて実施する｡ 
 
基本的に、以下の条件すべてが満たされる場合、リスクは無視できると考えてよい。 

＊ただし詳細は、欧州木材貿易連盟発行文書 ETTF System for Due Diligence(添付資料

8-1）、特に Annex5. B 「リスク特定表」（添付資料 8-2）を参照しつつ行う。 

a) 原産国は国連安全保障理事会または欧州連合理事会によって木材貿易を禁止されて

いない 
b) サプライチェーン中に、証明された違法行為は全くない 
c) 原産国または樹種について違法性の蔓延は報告されていない 
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d) サプライチェーン中には、特定することのできた企業のみ、限定的な数しか存在し

ない 
e) 木材または木材製品が適用法令に準拠することを示すために必要な文書はすべて、

サプライヤーによって用意されている 
f) 原産国の腐敗レベルが低い 

 
認証・合法性証明木材、認証コントロールウッドの場合 → 8.1 に従い制度の条件と FM

レベルでのリスクを評価  

上記以外の場合 → 8.2 に従う 

 

8.1 認証・合法性証明木材の使用  

認証済みの木材製品の場合には、各基準を欧米規制に適合した FSC または PEFC の相互認

証制度であれば、各制度で定められる規定に従い実際の製品の認証が確認でき、さらに FM
認証レベルで違法性に関する重大な問題が報告されていない場合、リスクは無視できるレ

ベルとみなす。認証管理木材についても同様の扱いとする。それ以外の認証制度の場合、

8.2 に従いリスクアセスメントを行う。 
 

8.2 リスクアセスメントチェックリスト 

8.1 でリスクが無視できるレベルと特定できない場合、以下のチェックリストに従ってリス

クアセスメントを行う。 
European Timber Trade Federation(ETTF)のチェックリスト 

リスクアセ

スメントを

完結できる

リスクのカ

テゴリー 

1．FLEGT(※)材か？ 

 2．国連安全保障理事会や EU 理事会からの木材貿易禁止令が出ている

か？ 
 3．ワシントン条約記載樹種を含んでいるか？ 
 4．ワシントン条約のもと、正当な許可と必要書類があるか？ 
認証状況 
 

5．サプライヤーと製品の両方が、EU 木材法の適用条件すべてに適合す

る、信頼できる第三者認証制度の認証を受けているか？ 
 6．受け取った製品に、その製品の認証を確認できる情報が付帯してい
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るか？ 
 7．CoC がつながっており、サプライヤーの認証が有効であることが確

認できるか？ 
樹種のリス

ク 
8．使用樹種に違法リスクがないか？ 

原産地リス

ク 
 

9．原産国/地における伐採に関して第三者の権利の侵害など人権リスク

を含む違法行為の重大なリスクがないことが確認できるか？ 
確認に使用する参考サイト： 
• グローバルフォレストレジストリー（FSC のナショナルリスクアセ

スメントと連動）（随時更新） 
http://www.globalforestregistry.org/ 

• トランスペアレンシー・インターナショナルの腐敗認識指数（毎年

更新） 
http://www.transparency.org/cpi2015 

• その他、研究機関、NGO などの報告書18 
サプライチ

ェーンのリ

スク 
 

10．サプライチェーンに関する情報に、製品の原産地を確認し管理の程

度を特定できるレベルでアクセスできるか？ 

 11．加工や輸送の段階で、無視できないリスクを持つ製品（原材料）と

混ざったりすり替わったりしていないか？ 
 12．樹種、数量、品質の分類は、関連規制に従ってなされているか？ 

    (※)Forest Law, Enforcement, Governance and Trade program （森林法施行・ガバ

ナンス・貿易プログラム） 
 

8.3 リスクアセスメントの流れ 

以下のフローチャートは、リスクアセスメントの流れを示したものである。全般にリスク

がより低いと見なしたのは①FSC または PEFC 認証製品の場合、②腐敗認識指数（CPI）
が高い国（腐敗度の低い国）である。②については基本的に CPI が高い先進国からの木材

全般を違法リスクレベルがより低いとみなす考えである。ただし、①、②いずれの場合も、

伐採国レベルで重大な違法リスクの報告がないかどうかを確認することを強く推奨する。

                                                  
18 英国王立国際問題研究所、世界銀行、インターポールなどは違法伐採問題の報告書を出

している。 
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９. リスク緩和措置 

 
リスクアセスメントの結果、リスクレベルが無視できないものであった場合、リスク緩和措置

として以下の要素を含んだ手続きを踏む。どのような手続きを取るかはリスクの種類や程度、

または第三者証明や代替製品があるか否かなど、様々な要素によって異なってくる。19 
 

1． 追加情報や文書の要請をする 
2． 自社でサプライチェーン監査を行う 
3． 第三者証明 
4． 無視できないリスクレベルに該当するサプライヤーや製品の代替 

 
 
 
 
  

                                                  
19 詳しい例は、日本製紙連合会『H27 年度海外植林におけるナショナルリスクアセスメント手

法の開発 報告書』中の表「リスク緩和措置とその強度（ETTF DDS 文書より）」および添付資

料 8-1 中のリスクアセスメントの部分を参照。ETTF ではリスク緩和措置行動計画の作成を推

奨している。 
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(別添２) トレーサビリティ－レポート 
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(別添３) 2015 年度違法伐採対策モニタリング事業の調査マニュアル 
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樹 木 分 布 区 域 図 ・ 区 域 別 樹 木 リ ス ト  

(別添４) 樹木分布区域図･区域別樹木リスト 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 北海道 

② 北東北（青森・岩手・秋田） 

③ 南東北（山形・宮城・福島） 

④ 北関東（茨城・栃木・群馬） 

⑤ 南関東（埼玉・東京・千葉・神奈川） 

⑥ 中部（長野・岐阜・山梨） 

⑦ 東海（静岡・愛知） 

⑧ 北陸（新潟・富山・石川・福井） 

⑨ 近畿（大阪・京都・兵庫・奈良・三重・

滋賀・和歌山） 

⑩ 中国（鳥取・島根・岡山・広島・山口） 

⑪ 四国（徳島・香川・愛媛・高知） 

⑫ 九州（福岡・佐賀・長崎・大分・熊本・

宮崎・鹿児島） 

 

参考文献 

１．千葉の県立博物館デジタルミュージアム 樹木検索図鑑 

http://www.chiba-museum.jp/jyumoku2014/kensaku/ 
２．地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 森林研究本部 林業試験場 森と緑の図鑑 

    北海道の樹木 http://www.fri.hro.or.jp/zukan/kitanoki.htm 

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑩

⑪

① 

② 

⑨

⑫
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アサノハカエデ Acer argutum キリ Paulownia 
tomentosa ヒトツバカエデ Acer distylum 

アズキナシ Aria alnifolia クスノキ Cinnamomum 
camphora ヒノキ Chamaecyparis 

obtusa 

アベマキ Quercus variabilis クヌギ Quercus 
acutissima ヒメシャラ Stewartia 

monadelpha 

アラカシ Quercus glauca クマシデ Carpinus 
japonica ヒメヤシャブシ Alnus pendula 

イイギリ Idesia polycarpa クマノミズキ Swida 
macrophylla ビワ Eriobotrya 

japonica 

イスノキ Distylium 
racemosum クリ Castanea crenata フサザクラ Euptelea 

polyandra 

イタヤカエデ Acer pictum クロマツ Pinus thunbergii フジキ Cladrastis 
Platycarpa 

イチイ Taxus cuspidata ケヤキ Zelkova serrata ブナ Fagus crenata 

イチイガシ Quercus gilva ケンポナシ Hovenia dulcis ホオノキ Magnolia obovata 

イヌガヤ Neolitsea aciculata コウヤマキ Sciadopitys 
verticillata ミズキ Cornus 

controversa 

イヌザクラ Prunus 
buergeriana コナラ Quercus serrata ミズナラ Quercus crispula 

イヌシデ Carpinus 
tschonoskii 

コハウチワカエ

デ 
Acer 
sieboldianum ミズメ Betula grossa 

イヌブナ Fagus japonica  コブシ Magnolia kobus ミツデカエデ Acer cissifolium 

イヌマキ Podocarpus 
macrophyllus サイカチ Gleditsia japonica ミヤマザクラ Prunus 

maximowiczii 

イブキ Juniperus 
chinensis サワグルミ Pterocarya 

rhoifolia ムクノキ Aphananthe 
aspera 

イロハモミジ Acer palmatum サワシバ Carpinus cordata ムクロジ Sapindus 
mukorossi 

ウダイカンバ Betula 
maximowicziana サワラ Chamaecyparis 

pisifera メグスリノキ Acer 
maximowiczianum

ウラジロガシ Quercus salicina シオジ Fraxinus 
platypoda  モチノキ Ilex integra 

ウラジロモミ Abies homolepis シナノキ Tilia japonica モミ Abies firma 

ウリカエデ Acer 
crataegifolium シラカシ Quercus 

myrsinifolia  ヤシャブシ Alnus firma 

ウリハダカエデ Acer rufinerve シラカバ Betula 
platyphylla ヤチダモ Fraxinus 

mandshurica 

ウワミズザクラ Padus grayana シロダモ Neolitsea sericea ヤブツバキ Camellia japonica 

エゴノキ Styrax japonica スギ Cryptomeria 
japonica ヤブニッケイ Cinnamomum 

tenuifolium 

エドヒガン Cerasus spachiana  スダジイ Castanopsis 
sieboldii ヤマウルシ Toxicodendron 

trichocarpum 

エノキ Celtis sinensis センダン Melia azedarach ヤマザクラ Cerasus 
jamasakura  

エンジュ Styphnolobium 
japonicum ダケカンバ Betula ermanii ヤマトアオダモ Fraxinus 

longicuspis  

オオシマザクラ Cerasus speciosa  タブノキ Machilus 
thunbergii ヤマナラシ Populus tremula 

オオバヤシャブ

シ Alnus sieboldiana チドリノキ Acer 
carpinifolium ヤマハンノキ Alnus hirsuta 

オオモミジ Acer palmatum 
var. amoenum チャンチン Toona sinensis ヤマボウシ Cornus kousa 
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イタヤカエデ Acer pictum クロマツ Pinus thunbergii フサザクラ Euptelea 
polyandra 

イチイ Taxus cuspidata ケヤキ Zelkova serrata フジキ Cladrastis 
Platycarpa 

イチイガシ Quercus gilva ケンポナシ Hovenia dulcis ブナ Fagus crenata 

イヌガヤ Neolitsea aciculata コウヤマキ Sciadopitys 
verticillata ホオノキ Magnolia obovata 

イヌザクラ Prunus 
buergeriana コナラ Quercus serrata ホルトノキ Elaeocarpus 

sylvestris  

イヌシデ Carpinus 
tschonoskii 

コハウチワカエ

デ 
Acer 
sieboldianum マテバシイ Lithocarpus edulis

イヌブナ Fagus japonica  コブシ Magnolia kobus ミズキ Cornus 
controversa 

イヌマキ Podocarpus 
macrophyllus サイカチ Gleditsia japonica ミズナラ Quercus crispula 

イブキ Juniperus 
chinensis サワグルミ Pterocarya 

rhoifolia ミズメ Betula grossa 

イロハモミジ Acer palmatum サワシバ Carpinus cordata ミツデカエデ Acer cissifolium 

ウバメガシ Quercus 
phillyraeoides サワラ Chamaecyparis 

pisifera ミヤマザクラ Prunus 
maximowiczii 

ウラジロガシ Quercus salicina シオジ Fraxinus 
platypoda  ムクノキ Aphananthe 

aspera 

ウラジロモミ Abies homolepis シナノキ Tilia japonica ムクロジ Sapindus 
mukorossi 

ウリカエデ Acer 
crataegifolium シラカシ Quercus 

myrsinifolia  メグスリノキ Acer 
maximowiczianum

ウリハダカエデ Acer rufinerve シロダモ Neolitsea sericea モチノキ Ilex integra 

ウワミズザクラ Padus grayana スギ Cryptomeria 
japonica モミ Abies firma 

エゴノキ Styrax japonica スダジイ Castanopsis 
sieboldii ヤシャブシ Alnus firma 

エドヒガン Cerasus spachiana  センダン Melia azedarach ヤブツバキ Camellia japonica 

エノキ Celtis sinensis ダケカンバ Betula ermanii ヤブニッケイ Cinnamomum 
tenuifolium 

エンジュ Styphnolobium 
japonicum タブノキ Machilus 

thunbergii ヤマウルシ Toxicodendron 
trichocarpum 

オオシマザクラ Cerasus speciosa  チドリノキ Acer 
carpinifolium ヤマザクラ Cerasus 

jamasakura  
オオバヤシャブ

シ Alnus sieboldiana チャンチン Toona sinensis ヤマトアオダモ Fraxinus 
longicuspis  

オオモミジ Acer palmatum 
var. amoenum ツクバネガシ Quercus 

sessilifolia ヤマナラシ Populus tremula 

オガタマノキ Michelia 
compressa テツカエデ Acer nipponicum ヤマハンノキ Alnus hirsuta 

オニグルミ Juglans 
mandshurica トチノキ Aesculus 

turbinata ヤマボウシ Cornus kousa 

オヒョウ Ulmus laciniata ナギ Nageia nagi ヤマモモ Morella rubra 

カキノキ Diospyros kaki ナツツバキ Stewartia 
pseudocamellia ユクノキ Cladrastis 

sikokiana 

カゴノキ Litsea lancifolia ナナミノキ Ilex chinensis  ユズリハ Daphniphyllum 
macropodum 

下記の樹種は、環境省レッドリスト 2015 の絶滅危惧種に属しているのでリストより除外されて

います。 
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アサダ Ostrya japonica 
Sarg.  キリ Paulownia 

tomentosa ハルニレ Ulmus davidiana 

アサノハカエデ Acer argutum クスノキ Cinnamomum 
camphora ハンノキ Alnus japonica 

アズキナシ Aria alnifolia クヌギ Quercus 
acutissima ヒノキ Chamaecyparis 

obtusa 

アベマキ Quercus variabilis クマシデ Carpinus 
japonica ヒメシャラ Stewartia 

monadelpha 

アラカシ Quercus glauca クマノミズキ Swida 
macrophylla ビワ Eriobotrya 

japonica 

イイギリ Idesia polycarpa クリ Castanea crenata フサザクラ Euptelea 
polyandra 

イスノキ Distylium 
racemosum クロマツ Pinus thunbergii フジキ Cladrastis 

Platycarpa 

イタヤカエデ Acer pictum ケヤキ Zelkova serrata ブナ Fagus crenata 

イチイ Taxus cuspidata ケンポナシ Hovenia dulcis ホオノキ Magnolia obovata 

イチイガシ Quercus gilva コウヤマキ Sciadopitys 
verticillata ホルトノキ Elaeocarpus 

sylvestris  

イヌガヤ Neolitsea aciculata コナラ Quercus serrata マテバシイ Lithocarpus edulis

イヌザクラ Prunus 
buergeriana 

コハウチワカエ

デ 
Acer 
sieboldianum ミズキ Cornus 

controversa 

イヌシデ Carpinus 
tschonoskii コブシ Magnolia kobus ミズナラ Quercus crispula 

イヌブナ Fagus japonica  サイカチ Gleditsia japonica ミズメ Betula grossa 

イヌマキ Podocarpus 
macrophyllus サワグルミ Pterocarya 

rhoifolia ミツデカエデ Acer cissifolium 

イブキ Juniperus 
chinensis サワシバ Carpinus cordata ミヤマザクラ Prunus 

maximowiczii 

イロハモミジ Acer palmatum サワラ Chamaecyparis 
pisifera ムクノキ Aphananthe 

aspera 

ウバメガシ Quercus 
phillyraeoides シオジ Fraxinus 

platypoda  ムクロジ Sapindus 
mukorossi 

ウラジロガシ Quercus salicina シナノキ Tilia japonica メグスリノキ Acer 
maximowiczianum

ウラジロモミ Abies homolepis シラカシ Quercus 
myrsinifolia  モチノキ Ilex integra 

ウリカエデ Acer 
crataegifolium シロダモ Neolitsea sericea モミ Abies firma 

ウリハダカエデ Acer rufinerve スギ Cryptomeria 
japonica ヤシャブシ Alnus firma 

ウワミズザクラ Padus grayana スダジイ Castanopsis 
sieboldii ヤブツバキ Camellia japonica 

エゴノキ Styrax japonica センダン Melia azedarach ヤブニッケイ Cinnamomum 
tenuifolium 

エドヒガン Cerasus spachiana  ダケカンバ Betula ermanii ヤマウルシ Toxicodendron 
trichocarpum 

エノキ Celtis sinensis タブノキ Machilus 
thunbergii ヤマザクラ Cerasus 

jamasakura  

エンジュ Styphnolobium 
japonicum チドリノキ Acer 

carpinifolium ヤマトアオダモ Fraxinus 
longicuspis  

オオシマザクラ Cerasus speciosa  チャンチン Toona sinensis ヤマナラシ Populus tremula 

オオモミジ Acer palmatum 
var. amoenum ツクバネガシ Quercus 

sessilifolia ヤマハンノキ Alnus hirsuta 
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USER NOTE: 
Please read and understand the clarifications and caveats below before using this 

document. 
This document is provided as a template example of a due diligence manual. 

Therefore this document cannot be used as an “off the shelf tool”. It must be adapted 
to set out your actual procedures as the situation in each company, and the detailed 

system needs, are different. 
The document only serves as a generic example of what a procedure may look like. 

The specific system details are provided merely as examples. 
Text that needs obvious specific input for each company is shown as an underline. 
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1. Introduction 

This manual represents the timber and timber products procurement manual for 
member companies of the Japan Paper Association (JPA) aimed at meeting the 
company policy on legal sourcing. 

The objective of this manual is to ensure that sourcing and procurement of wood 
materials are carried out while performing a due diligence process to minimize any 
risks that is sourcing or placing on the market any products with illegal origin. 
 
Main business of                 is                 .  
 

With regards to this manual and the implementation of its different sections the 
term Due Diligence is interpreted as a series of steps taken in the process of               
to minimize the risk of sourcing and procuring timber or timber products that 
originate from illegal sources.  

The contents of the manual are aimed at meeting the requirements for U.S. Lacey 
Act, the EU Timber Regulation (Regulation of the European Parliament and of 
the Council laying down the obligations of operators who place timber and timber 
products on the market), Australian Illegal Logging Prohibition Act and Japan’s 
Law Concerning the Promotion of Distribution and Use of Legally-Harvested Wood, 
etc. 

 
Each processes of DD in this document is applied to all suppliers 
of                 . 

1.1 The Fundamental Process of Timber Procurement Due 
Diligence 

 
In this manual, DD means taking the following three procedures in order to 
minimize the risk of illegality in timber and timber products: 
 
(1) Access to necessary information 
(2) Risk assessment 
(3) Risk mitigation 
 
 The procedure (3) above is not necessary if the risk is concluded to be negligible 
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department and personnel for the DD system following this manual.  
 
4.1.1 Supervisor and Personnel in Charge 
The supervisor who should be responsible for compliance with requirements in this 
manual is below. 
 
[Name] 
[Position] 
[Address] 
[Telephone number] 
[E-mail address] 
 
Responsible personnel who is in charge of the implementation of this manual is 
below.  
 
[Name] 
[Position] 
[Address] 
[Telephone number] 
[E-mail address] 
 

4.2 Training and Competence Assurance 
 
Training should be carried out as below:  
 
● Training is provided to                     (ex: all members who are concerned 
with procurement) 
 
● Training is carried out                     (ex: every 6 months) 
 
● Training is provided to ensure that _________’s procurement policy requirements 
are met, as well as ensuring every process of DD under this manual is adequately 
taken. 
 
● The date of training, list of participants and brief overview of the topics covered 
will be documented for all training. 
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Internal Audit report 
Third-party audit report 
Local investigation report 

 
 

4.5 Communication Rule 
 
                  will not use claims that indicate that Japan Paper Association 
certified or verified its DDS on invoices, packages and products themselves (but not 
limited to these) when it carries out DD following this manual. For example such 
claims may include ”Risk Assessed”, ”Risk-Assessed Timber”, ”Low Risk Timber” 
and ”Indepdendently-Audited Timber”. In explaining the company’s effort in 
materials such as leaflets, the term ”Independent Certification” shall not be used. 
The term ”negligeable risk” may be used in explaining the risk assessment 
procedure of products but not as a product claim. However, the company may 
explain its effort as follows: ”In order to assess the risk of the product,               
carried out due diligence internally based on JPA’s Due Diligence Manual”. 
 

5. Material Control 
 
●               will maintain physical separation of all timber material which has 
been purchased from material with unknown or illegal origin throughout reception, 
processing, packing and shipping, if such material should ever enter into its supply 
chain. 
 
● The relevant personnel shall ensure the above and arrange for the purchased 
material to be kept in the relevant designated area or visibly recognizable using 
floor plans of the storage area, if such material should ever enter into its supply 
chain. 
 
● Material and products purchased as certified or verified (including certified 
Controlled Wood) under existing certification and verification systems shall be 
handled and controlled according to the relevant standards requirements. 
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where reasonably practicable, prior to purchasing.              asks its suppliers 
to sign an agreement to provide access to the applicable and relevant information: 
 
a. The type of product  
b. The common and scientific name of tree species used for all products placed on 

the market. 
c. Country of harvest, and where applicable : sub-national region where the 

timber was harvested; and concession of harvest (in the country of harvest 
where risks of illegality are high) 

d. The country in which the timber product was manufactured 
e.  The name, address, trading name and any business and company registration 

number (if any) of the supplier of the product 
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Company registration 
number of the 
supplier  

Country 
Name 

Address Type of product 

    

    

    

 
f. The quantity of the timber product to be purchased and subject to this 
manual; 
g. Documents or other information indicating compliance of those timber and 

timber products with the relevant legislation and regulations including (if 
any): 

- FLEGT licensed timber and CITES timber 
- Any certification to FSC or PEFC endorsed forest management standards3 
- Any document indicating compliance with a 3rd party legality verification 
system. 
- Any other documentation that is indicated as acceptable in the EU Timber 

Regulation and Australian Illegal Logging Prohibition Act.4 
h. Supply Chain Diagram 
 

7.1 Collecting supply chain information 
 
All information shall be collected to a level that enables assessment of risks using 
traceability report (Attachment 2). 
 

7.2 Access to Supply Chain information 
 
Missing information about the supply chain indicates a risk and requires mitigation 
measures to be implemented. 

                                                  
3 Ensure to check product certification, as well as suppliers’ CoC certification.  
4 Refer to JPA’s “2014 Report on the Development of National Risk Assessment 
Methodology in Overseas Plantation”, pp. 82-88, as well as EU Guidance Document 
（Attachment 2）. Also see JPA’s 2015 report (3.1.4 for the EU and 3.3.2 for Australia).  

− 11 −



 
 

12 
 

 
7.2.1 Update and revision of data 
Data on suppliers and supply chain shall be updated as below: 
 
● Annually  
 
● Whenever changes are made to the supply chains. 
 
7.2.2 Evaluate gaps in information 
 
Supplier information shall be reviewed prior to application in the risk assessment 
process. Any information missing should be evaluated and considered to be a gap in 
the information available. 
 

8. Risk Assessment 
 
The risk assessment process examines below items in assessing whether or not the 
risk of illegal timber being sourced can be concluded as negligible. 
 
● Product 
● Species  
● Area of harvest 
● Complexity of supply chain 
 
The risk assessment shall be implemented using “The Investigation Manual for 
Monitoring Operation for Measures Against Illegal Logging” (Attachment 3). 
 
We consider timber or timber products as having a negligible risk if all of the 
following applies:   
※ For detailed risk assessment, refer to ETTF system for Due Diligence 
(Attachment 8-1), especially Annex 5 B “Risk Specification Table” (Attachment 8-2). 
 
a) the country of harvest is not under sanctions on timber imports or exports by 
the UN Security Council or the Council of the European Union; 
b) there are no verified cases of illegal practices for one or more companies 
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involved in the supply chain; 
c) there is no reported prevalence of illegalities regarding the country of harvest 
or the tree species; 
d) the supply chain involves a limited number of companies which are all 
identified; 
e) all documents that are necessary to indicate compliance of the timber or 
timber products with the applicable legislation are made available by the 
supplier(s); 
f) level of corruption of the country of harvest is low. 
 
In case of verified-legal or certified timber → Evaluate the condition of system and 
risks at FM level by following 8.1.  
In case of others → Follow 8.2 
 

8.1 Use of Certified and Verified Material 
 
If products are certified under FSC or a mutual certification system of PEFC, risks 
can be concluded to be negligible, if the product has been certified following the 
relevant rules and if no significant problem regarding illegality at FM level has 
been reported. This applies to Controlled Wood as well. Follow 8.2 and do the risk 
assessment in case of other certification system.  
 

8.2 Using the Risk Assessment Checklist 
 
Follow the checklist below and do the risk assessment when you cannot specify 
risks as negligible at 8.1.  
 

Checklist of European Timber Trade Federation (ETTF)  

 1．Is the product in question covered by a valid 
FLEGT license? (※)  

Note 

The category 
of risks can 
conclude the 

2．Is there any sanction imposed by the United 
Nations Security Council or the Council of 
European Union on timber imports or exports?5 

 

                                                  
5 A list of all UN sanctions can be found here: 
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risk 
assessment  

 3．Is the species constituting the product covered 
by CITES? 

 

 4. Does the material have the correct CITES 
license and documents? 

 

Certification 
status   

5. Is the supplier and product covered by an active 
credible 3rd party certification scheme which 
meets all applicable requirements of the EUTR? 

 

 6. Is the product received accompanied with the 
required claim information that can confirm the 
certification status of the material/product? 

 

 7. Is the CoC system unbroken and can the active 
certification status of the supplier be confirmed? 

 

The risks of 
wood species 

8. Is the species of the material/product confirmed 
to be free of risks of illegal logging? 

 

Risks 
originating 
from the 
source or 
origin 

9. Can the harvest practices in the country of 
harvest and/or sub-national region where the 
timber was harvested, be confirmed to be free of 
significant risk of illegal activities including 
violation of a third party’s rights? 

Reference website for check：Global Forest 
Registry (linked to FSC’s National Risk 
Assessment (http://www.globalforestregistry.org/), 
CPI by Transparency International 
(http://www.transparency.org/cpi2015), various 
reports etc. by research institutions, NGOs, etc.6 

 

                                                                                                                                                  
http://www.un.org/sc/committees/list_compend.shtml    
The European External Action Services website contains relevant information about 
EU sanctions:  http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm 
6 The Royal Institute for International Affairs (UK), the World Bank, Interpol etc. have 
published reports on illegal logging. 
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Supply 
Chain Risks 

 

10. Can you access information about the supply 
chain to a level that allows you to confirm the 
origin of the material and establish the level of 
control? 

 

 11. Can it be confirmed that there is no risk or 
possibility that material is mixed or substituted 
with non-negligible risk material during 
transformation and transport? 

 

 12. Is classification of species, quantities, and 
qualities carried out in a way according to 
prevailing regulations? 

 

    (※)Forest Law, Enforcement, Governance and Trade program 

 

8.3   Flow of risk assessment 
 
The flowchart below shows how to carry out risk assessment. In general, the 
following categories are considered to have lower risks: (1) FSC or PEFC certified 
products; and (2) countries with a low level of corruption (high CPI scores). With 
regard to (2), timber and timber products from developed countries with high CPI 
scores will be considered to have lower risks of illegality. Nevertheless, for both 
cases, it is strongly recommended that whether there is any report on significant 
illegal logging problems at the level of harvest areas. 
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9. Risk Mitigation 
The process of mitigating risks builds on the result of the risk assessment. Any risks 
that have been identified as not being negligible during the risk assessment shall be 
mitigated according to the following procedures. 
The course of action taken to mitigate risks depends on the type and severity of the 
risk identified during the risk assessment process as well as available options for 
replacement of the product, and third party verification.7 
 
1. requesting additional information or/and documents 
2. self-conducted audit in the supply chain 
3. requiring third party verification, and 
4. replacing non-negligible risk suppliers and/or products. 

                                                  
7 For details refer to JPA’s 2014 report on the development of the national risk 
assessment method for overseas plantations (especially Table: Risk mitigation actions 
and their relative strengths). Also refer to Attachment 8-1. ETTF recommends creating 
a risk mitigation action plan. 
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(Attachment3)                                                   Handle with care 

The Investigation Manual for Monitoring Operation 
for Measures against Illegal Logging in 2015 

 
The year subject to the investigation of measures against illegal logging: 2014 
[With items related to Law Concerning the Promotion of Procurement of Eco-Friendly 
Goods and Services by the State and Other Entities] 
 
<Implementation Information> 
Company name  

 
(Name of group company related 
to:                        ) 

Date of monitoring 
implementation 

,  , 2015 Place:  

Investigator name  
 
<Company Information> 
Company name  
Address of 
headquarter 

 

Person responsible 
for the 
implementation of 
measures against 
illegal logging  

Position:                   Name: 
Contact:  

Person who 
implements 
measures against 
logging 
countermeasure 

Department and position:              Name: 
Contact:  

Types of timber 
materials 

Pulp produced by the company             
[               t] 
Domestic pulp purchased by the company [               t] 
Imported pulp          [               t] 
(Woodchip: Domestic       BDt, Import            BDt) 
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CSR and environmental efforts: 
 
Certification records (forest certification・ISO etc. ):   
 
 
Number of companies that your company does business with: [If dealing with logistics 
agencies, please fill out the number of companies the agencies are dealing with. Also, 
in that case, please fill out the number of agencies (those that are related to your 
company) in (   ) ] 
○ Imported woodchip:            companies            (            companies) 
○ Domestic woodchip:            companies            (            companies) 
○ Imported woodpulp:            companies            (            companies)
○ Domestic woodpulp:            companies            (            companies)
 
<Monitoring Checklist> 
<Raw material procurement policy> 
① Do you have the raw material procurement policy? 

(1) Yes                 (2) No 
 
② Have you announced your procurement policy on your website, environmental 

reports, etc.? 
(1) Yes                  (2) No 
[Media used:                  ] 
 

③ Regarding contents of the procurement policy 
1) Do you clearly state that you do not use illegally-logged timber? 

(1) Yes                  (2) No 
2) Do you mention your commitment to ensure environmental and social 

advantages of forest management, as well as the effective use of recycled or 
unused materials?  
(1) We do, for all of them                (2) We do partially 
(3)We don’t                        (Information included:               ) 
 

3) Do you mention your commitment to ensure traceability, the disclosure of 
information and external audits by third party? 
(1) We do, for all of them                  (2) We do partially 
(3) We don’t                     (Information included:               ) 
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<Legality verification system> 
① Have you created a legality verification system? 

(1) Yes                 (2) No 
 

② Have you announced the outline of the legality verification system on your own 
website, environmental reports etc.? 
(1) Yes                  (2) No 

[Media used:                  ] 

③ Have you organised documents for detailed implementation rules and necessary 
forms for the legality verification system legal? 
(1) Yes                  (2) No 

④  Is the implementation of the legality verification system subject to internal 
audits?  
(1) Yes                     (2) No 

<Keeping relevant documents> 
① Are you storing documents related to legality verification system for 5 years? 
(1) Over 5 years        (2) Less than 5 years     (3) We are not storing them 

           (Stored for     years)  
⑤ Is your ledger organised in a way to allow you to easily search for relevant 

documents such as legality verification documents in cases of audits, etc.? 
(1) Yes                  (2) No 

<Ensuring transparency and objectivity> 
① Do you publicly announce overviews of annual efforts relating to measures 

against illegal logging through websites, environmental reports, etc.? 
(1) Yes                  (2) No 

[Media used:                  ] 
 
② Do you carry out any third-party audit regarding your annual efforts relating to 

measures against illegal logging, apart from the JPA’s monitoring operation? 
(1) Yes                  (2) No 
[Auditor:                                    ] 

 
●Regarding imported woodchip 
<Agreement with suppliers> 
① Have you signed an agreement or Memorandum of Understanding that states 

that you and suppliers do not deal with illegally-logged timber? 
(1) Yes                  (2) No 
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<Confirmation of area of harvest by suppliers> 
* Please ensure to answer the questions here if you chose (1) or (2) as your answer for 
<Confirmation of suppliers and areas of harvest by the paper company, etc.> 
① Do suppliers investigate areas of harvest in order to check whether there is any 

illegal logging? 
(1) Yes                  (2) No 

 
② How do suppliers carry out the investigation of areas of harvest for the above 

investigation? (Please answer this question if you chose (1) Yes for the above 
question)  

Investigation methods by suppliers for areas of harvest:  
 
 
※ The paper company or importers commissioned by the paper company. 
 
●Regarding domestic woodchip 
<Agreement with woodchip suppliers> 
① Have you signed an agreement or Memorandum of Understanding that states 

that you and suppliers do not deal with illegally-logged timber? 
(1)Yes                  (2) No 

② Do you check the above periodically or for each unit through statement of 
delivery?  
(1)Yes                   (2) No 

<Creating a traceability report> 
① Do suppliers submit a traceability report? 

(1) Yes                  (2) No 
② Do suppliers provide information on tree species, quantity, and area of harvest, 

forest certification and compliance with laws relating to forests in their 
traceability report?  

 (1) Yes completely                  (2) They do partially 
(3) No                        (Information provided:               ) 

③ Do suppliers provide information on ensuring environmental and social 
advantage of forest management and the effective use of recycled or unused 
materials?  

 (1) Yes completely                  (2)Yes partially 
(3) No                          (Information provided:                  ) 

<Confirmation of areas of harvest by the paper companies etc.> 
① Do you (paper company) or companies commissioned by you investigate into 
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●Regarding purchased pulp 
<Agreement with the pulp manufacturers> 
① Have you signed an agreement or Memorandum of Understanding that states 

that you and pulp manufacturers do not deal with illegally-logged timber? 
(1) Yes                  (2) No 

② Do you check the above periodically or for each unit through statement of 
delivery?  
(1) Yes                   (2) No 

<Creating a traceability report> 
① Do pulp manufacturers submit a traceability report? 

(1) Yes                  (2) No 
② Do pulp manufacturers provide information on tree species, quantity, and area of 

harvest, forest certification and compliance with laws relating to forests in their 
traceability report?  
 (1) Yes completely                  (2) They do partially 
(3) No                        (Information provided:               ) 

③ Do pulp manufacturers provide information on ensuring environmental and 
social advantage of forest management and the effective use of recycled or 
unused materials?  
 (1) Yes completely                  (2)Yes partially 
(3) No                          (Information provided:                  ) 

<Confirmation of voluntary efforts> 
① If pulp manufacturers are implementing measures against illegal logging under 

Japan Paper Association, do they submit the legality verification document 
instead of a traceability report? 
(1) Yes                  (2) No 
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<Comments from investigators> 
 

 
<Comments from auditors> 
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The Japan Paper Association’s Code of Conduct 
Regarding Measures against Illegal Logging 

 
Forests play a vital role in timber supply, biodiversity maintenance and prevention 
of global warming. The Japan Paper Association (JPA) is severely concerned that 
illegal logging not only affects these long-lasting function of forests but also affects 
the public image of paper manufacturing as well as the industry’s competitiveness. 
It is for these reasons that JPA has announced its commitment to facilitating 
necessary measures against illegal logging and illegal timber together with other 
international forest/paper manufacturing industry bodies, both to its members and 
to external stakeholders.  
 
Meanwhile, building on the agreement at G8 Summit earlier, the Government of 
Japan introduced measures to ensure legality of timber and timber products for 
public procurement, based on the principle that it will “not use illegal timber”.  
 
Given this background, JPA issues a revised view and policy regarding the illegal 
logging issue as below. 
 
1. JPA and its members strongly oppose activities that obstruct sustainable 

management of forests, and all illegal activities that may affect the health of 
forests including activities that may present a problem to the maintenance of 
forest ecosystems. 

2. JPA members carry out logging activities that comply with laws of the countries 
of harvest. 

3. JPA members do not deal in timber and timber products from illegal logging and 
illegal import, in order to eliminate illegally-logged timber from the market. 

4. JPA members establish procurement policies for timber materials (pulp 
materials, woodchip, pulp). They also make effort to develop systems to check 
the legality of their materials and products. 

5. JPA and its members cooperate the Government of Japan in tackling the 
problem of illegal logging and expect producer and consumer countries around 
the world to facilitate measures against illegal logging. 

6. JPA makes effort to collaborate with other forest-related bodies etc. in and 
outside Japan in facilitating measures against illegal logging. 
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（Attachment1） 
 

The Japan Paper Association’s Code of Conduct 
Regarding Biodiversity Conservation 

 
20 June 2014 

 
The paper industry supplies “paper”, vital material for human lives, and 

benefits from “timber”, which is renewable and carbon neutral. Timber is one of 
the ecosystem services of “forests”. Forests act as a cradle for the earth’s 
biological diversity and significantly contribute to the prevention of global 
warming as a carbon dioxide sink. 

 
Areas of corporate activity that the paper industry may influence in terms of 

impacts on biodiversity stretch to all relevant activities such as: processing and 
procurement of raw materials, manufacturing paper and decreasing environmental 
impacts relating to manufacturing, using energy, and processing and sales of paper. 
In particular, areas of activities that can make more significant differences in 
reducing the negative impact on biodiversity through active conservation related to 
(1) sustainable forest management by the industry itself, promoted through 
growing trees to harvest timber as a raw material, (2) sustainable procurement, 
where timber as a raw material is sourced from sustainably managed forests with 
considerations for environmental and social impacts, and (3)social contributions as 
CSR (Corporate Social Responsibility) through voluntary environmental activities 
for society. 

 
Therefore, biodiversity conservation is the paper industry’s social obligation and 
provides source of its competitiveness and the industry shall make maximum 
efforts to achieve this purpose. 

 
Hence, the Japan Paper Association (JPA) fully recognizes the importance of 

biodiversity conservation for the paper industry and established “The Japan 
Paper Association’s Code of Conduct Concerning Biodiversity Conservation”. 
The Code of Conduct provides a guideline for JPA’s members for biodiversity 
conservation at the three levels of biodiversity as defined by the Convention on 
Biological Diversity（CBD）- the ecosystem level, species level and genetic level.  
 
1.  Corporate Management System 
 
・Member companies shall establish a “corporate code of conduct regarding 

biodiversity”, or something similar. By doing so member companies shall 
incorporate the concept of biodiversity conservation into their corporate 
management policy and clearly indicate their commitment for implementation. 

 
・ Member companies shall clarify, in their execution system, a particular 

personnel responsible for biodiversity conservation in corporate activities. 
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・Member companies shall aim to decrease their impact on biodiversity through 
actively participating in resolving environmental issues based on five policies in  
JPA’s Environmental Action Plan, through: reduction of CO2 emission, 
promotion of recycling by increasing the ratio of recovered paper use, reduction 
of landfill volume of industrial waste, risk management of chemicals, etc. At the 
same time, member companies shall give adequate considerations for local 
society and peripheral ecosystems in the vicinity of the areas of corporate 
activities, and actively get involved in activities contributing to biodiversity 
conservation. 

 
・Member companies shall aim to actively exchange opinions with stakeholders 

including Non-Governmental Organisations (NGOs), nature conservation 
groups, consumer groups, academics, members of the media, etc. Member 
companies shall  aim to ref lect  opinions of  such stakeholders in 
their  corporate activit ies  when it  is  judged that such opinions 
are adequate and that measures are needed according to  
relevant pol ic ies .  

 
・Member companies shall publicly disclose information regarding their effort for 

biodiversity conservation through websites and CSR/environmental reports, etc. 
Member companies shall aim to actively publicise their effort to users and 
consumers, etc. to promote their understanding of the abovementioned effort. 

 
2. Sustainable Forest Management 
 
・Member companies shall aim to clearly position the concept of biodiversity 

conservation at the ecosystem level, species level, and genetic level in the 
management plan of the forests they own or manage. 

 
・Member companies, in facilitating overseas plantation operations, shall aim to 
implement forest operations in a manner that gives consideration for 
biodiversity conservation. Member companies shall do so based on “Responsible 
management of planted forests: Voluntary guidelines”of the FAO (Food and 
Agriculture Organization ） , established in 2006. In practice, measures 
include retaining naturally regenerating riparian reserves, preservation of 
ecosystems of High-Conservation-Value forests, selection of suitable tree 
species, etc. 

 
・Member companies, in implementing plantation operations in and outside Japan, 

as well as management of its own forests following from such operations, shall 
actively seek for forest management certification under such systems as FSC 
(Forest Stewardship Council）, PEFC（Programme for the  Endorsement  of  
Forest  Certifications）,   and  SGEC（ Sustainable  Green Ecosystem Council）. 

 
・Member companies, in establishing management policies for overseas and 

domestic forests they own/manage, shall aim to actively exchange opinions with 
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stakeholders involved in biodiversity conservation such as environmental NGOs 
and local communities.  

 
・Member companies, in implementing the forest management plan for overseas 

and domestic forests they own/manage, shall regularly monitor the level of 
biodiversity conservation and reflect the monitoring results of their 
implementation of ecosystem management by improving the management plan. 

 
3. Sustainable Procurement 
 
・Member companies shall aim to clearly indicate that they give consideration for 

biodiversity conservation in their procurement policies.  
 
・Member companies shall aim to ensure biodiversity conservation through the 

elimination of illegal logging by never dealing in wood or wood products from illegal 
logging and trade based on the“Japan Paper Association’s Code of Conduct 
Concerning the Issue of Illegal Logging”. 

 
・Member companies shall aim to check the legality and sustainability (e.g. 

biodiversity conservation) of wood materials such as woodchips and pulp that 
will be used as raw materials for paper. To achieve this, member companies shall 
ensure traceability of their raw materials by having their suppliers submit 
traceability reports and carrying out local investigations to validate the 
credibility and accuracy of these reports. 

 
・Member companies shall aim to increase procurement of raw materials certified 

under forest certification materials that promote biodiversity conservation such 
as FSC, PEFC, SGEC, etc. 

 
・Member companies shall keep relevant documents for more than 5 years, carry 

out internal audits and third-party audits, and disclose information on the 
implementation of these activities regarding their measures to ensure 
traceability, in order to secure credibility and transparency. 

 
4. Social Contributions as CSR Activities 

 
・Member companies shall aim to carry out social activities to contribute to 

biodiversity conservation such as protecting rare wildlife, providing 
opportunities for environmental education, and promoting academic research 
regarding ecosystems, through utilizing the natural capital of forests they own 
in and outside Japan. 

 
・Member companies shall aim to carry out social activities to contribute to the 

conservation of satoyama and satochi that protect biodiversity and are the 
sources of biomass resources, through utilization of secondary hardwood forests, 
forest residues and bamboo, and unutilized materials such as wood damaged by 
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insects.   
 
・Member companies shall aim to carry out social activities to contribute to issues 

relevant to biodiversity conservation, including greening of paper 
manufacturing factories, engaging with local communities through factory 
tours, organization of talks on biodiversity conservation, etc. 

 
5. Strengthening Partnerships with External Parties 

 
・Member companies shall aim to actively cooperate with efforts by the private 

sector on biodiversity conservation such as “Japan Business and Biodiversity 
Partnership” as supported by the Japan Federation of Economic Organizations, 
of which JPA is a member. 

 
・Member companies shall aim to actively cooperate with international activities for 

biodiversity conservation carried out by ICFPA（International Council of Forest 
and Paper Associations）, which is a global coalition of paper industry bodies, 
international organisations such as the United Nations and the FAO, as well as 
international environmental NGOs. 

 
・Member companies shall aim to actively cooperate with administrative policies 

for biodiversity conservation as carried out by administrative organisations 
such as the Ministry of the Environment, the Forestry Agency, and the 
Ministry of Economy, Trade and Industry.  

 
END 
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 製紙業界の違法伐採対策  

 

製紙業界は、「個別企業等の独自の取組」で対応することになっていることから、各

企業の原料調達方針と合法証明システムは各企業様々ですが、概ね、以下のような

対応をとっています。 

  

1. 原料調達方針の作成 

違法伐採木材を取り扱わないという原料調達方針を作成し、ＨＰ、環境報告書

等で公表します。違法伐採木材への対応に加え、森林認証材の拡大、植林木

の拡大、未利用材の活用等各企業の原料事情に即した文言を付加している

ケースが多くなっています。 

 

2. 合法証明システムの作成                                                 

違法伐採木材を取り扱わないことを確認する合法証明システムを作成し、ＨＰ、

環境報告書等で公表します。その概要は以下のとおりです。 

 

Ａ．輸入材 

（１）サプライヤーから違法伐採木材を取り扱わないということを覚書等で約束

してもらいます。 

（２）サプライヤーから、伐採地域、樹種、現地法令等を記載したトレーサビリテ

ィーレポートを提出してもらいます。 

（３）サプライヤーは、違法伐採が行われていないことを監視するため、伐採地

域を調査します。 

（４）製紙企業あるいは製紙企業の委託を受けた輸入業者は、違法伐採が行

われていないことを監視するため、サプライヤーや伐採地域を調査します。 

（５）森林認証材の場合は、ＦＭ認証、ＣｏＣ認証を活用します。 

 

Ｂ．国産材 

（１）木材チップ業者が業界団体による認定を受けている場合には、合法木材

等の証明書を活用します。 

（２）木材チップ業者が業界団体による認定を受けていない場合には、輸入材

と同じ対応をとります。  

 

3. 製紙企業は、基本的に全て合法性が証明された木材を使用することとしてお

り、分別管理を行う必要はありません。       
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4. 各企業は、関連書類を５年間保管します。 

 

5. 各企業は、毎年度の違法伐採対策の取組状況について、その概要をＨＰ、環

境報告書等で公表するとともに、第３者の監査を実施します。 

                                          

なお、各企業は、それぞれ独自に違法伐採対策に取り組んでいますので、当然の

ことながら一致しない部分があります。具体的には、各企業のＨＰ等でご確認下さい。 
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An Overview of Measures Against Illegal Logging Taken by the Paper Industry   
 

The paper industry has generally taken the following measures since it opted 
for the “verification method by original measure of each company” under the 
Forestry Agency’s Guidelines. It should be noted, however, that individual 
companies have different procurement policies and legality verification systems. 

 
1． Establishment of raw material procurement policy 

Procurement policies for raw materials that commit to not source illegal 
timber are created and announced through websites, environmental 
reports, etc. In addition to addressing the issue of illegal timber, many 
companies are increasingly referring to other issues relevant to their 
procurement conditions such as the increased sourcing of certified timber, 
timber from plantations and unutilized timber. 
 

2． Establishment of the legality verification system 
Legality verification systems are established to check that illegal timber 
is not being sourced and announced through websites, environmental 
reports, etc. The general content of such systems are below. 
 
A. Imported timber 

(1) Securing commitment from suppliers to not deal in illegal timber by 
means of an MOU, etc. 

(2) Suppliers submitting traceability reports providing information such 
as areas of harvest, species and local laws and regulations. 

(3) Suppliers investigating the relevant area of harvest in order to 
monitor illegal logging activities. 

(4) Paper manufacturing companies and importing agencies 
commissioned by these companies investigating the relevant area of 
harvest and suppliers in order to monitor illegal logging activities. 

(5) For certified timber, FM certification and CoC certification are used. 

B. Domestic timber 

(1) Timber legality certificates are used for woodchip suppliers certified 
through industry associations. 

(2) The same measures taken for imported timber are taken for woodchip 
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suppliers not certified through industry associations. 

3． Paper manufacturing companies are expected to only use timber verified 
to be legal in principle, and it is not necessary to separately manage legal 
timber. 

 
4． Each company maintains relevant documents for 5 years.  

 
5． Each company publishes an overview of their measures against illegal 

logging every year through websites, environmental reports, etc., as well 
as implementing a third-party audit.  

 
Each company has specific measures against illegal logging and there are 
naturally some inconsistencies. Please check relevant websites etc. for 
company-specific information. 
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【Document１】 
 

The Japan Paper Association’s Monitoring Operation 

for Measures Against Illegal Logging 
 
 
 
1． Objective 

 
The Japan Paper Association (JPA) carries out a monitoring operation 
(investigation and audit) upon requests from its member companies, in order to 
increase the credibility of measures against illegal logging taken by member 
companies according to JPA’s Guideline regarding the issue of illegal logging. JPA’s 
Guideline is based on the Forestry Agency’s Guideline.  
 
2． Implementation 
 
（1）The Auditing Committee: An auditing committee is established at JPA, 
consisting of academic experts, representatives from consumers, etc. The 
committee shall provide guidance, advice and monitoring in implementing the 
Monitoring Operation for the measures against illegal logging. The committee 
members are appointed by the president of JPA. The committee chair shall be 
selected by committee members, and the chair shall call for meetings and 
manages the committee.  
 

The auditing committee members: 
 
Professor, Graduate School of the 
University of Tokyo 

Mr. Shin NAGATA 

Executive Counselor, All Japan 
Stationery Association 

Mr. Akihiro OONUMA 

Green Purchasing Network Mr. Kazuya KOJITANI 
Assistant Professor, Graduate 
School of University of Tsukuba 

Mr. Satoshi TACHIBANA 

Japan Assurance Aarata Ms. Yasuko NOMURA 
 
（2）Investigators 
 
 

Monitoring under JPA’s Monitoring Operation for Measures Against Illegal 
Logging Measures is carried out by investigators appointed by the president of 
JPA. In principle, the president appoints those amongst the JAP staff with 
sufficient knowledge and experiences to carry out the monitoring as investigators. 
However, the president may also appoint external personnel as investigators as 
necessary. 
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3． Contents of the Monitoring  
 
(1) Ordinary monitoring: Investigators visit headquarters of member companies 

that implement measures against illegal logging and carry out the monitoring 
for the performance of such measures from the previous year according to the 
checklist (Document 2). Results of the monitoring shall be reported to the 
auditing committee. If according to such results, it was found that there are 
areas to be improved, the auditing committee may issue opinions for remedial 
actions to the relevant member company. 
 

(2) Special monitoring: When it is recognised that there is a need, investigators 
may carry out on-spot investigations as needed. 

 
4． Others 

 
(1) Cost of monitoring: Part of the cost required for monitoring (the running cot of 

the auditing committee and actual expenditure of investigators’ travel and 
accommodation) shall be paid by member companies that receive monitoring. 

(2) Publication of monitoring results: An overview of the conditions regarding the 
relevant measures including monitoring results as an overall effort of JPA shall 
be published every year on a website etc. 

(3) The commencement of the monitoring operation: The Monitoring Operation for 
Measures Against Illegal Logging shall commence in 2007. 
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【Document 2】 

 

Checklist for the Monitoring Operation 

for Measures Against Illegal Logging 
 

Investigators, using this list, check whether the JPA’s member companies are 
adequately implementing measures against illegal logging according to JPA’s 

Guideline as part of the voluntary effort based on the Forestry Agency’s Guideline. 
 
1. Procurement policy 
 

(1) Has a procurement policy been established? 
(2) Has the procurement policy been announced through a website, 

environmental report etc.?  
(3) Is it clearly stated in its procurement policy that the company shall not use 

illegal timber?  
 

For paper manufacturing companies that manage and run the production of 
“pulp used according to procurement policies that aim at sustainability” as 
stipulated in the judgement criteria of the Green Procurement Law, 

(4) Is it clearly stated in its procurement policy that the company shall ensure 
environmental and social advantages of forest management and efficiently 
use non-utilised timber?  
 

 
2. The legality verification system 
 

(1) Has a legality verification system been established? 
(2) Has a legality verification system been announced through a website, 

environmental report etc.? 
 

3. Keeping of the relevant documents 

(1) Does the company keep the documents relating to its legality verification 
system for 5 years? 
 

4. Transparency and objectivity 

(1) Does the company announce an overview of measures against illegal 
logging taken every year through a website, environmental report, etc.? 

(2) Does the company carry out a third-party audit for its measures against 
illegal logging every year? 
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＜Imported woodchip＞ 
 

5. Agreement with suppliers 
 

(1) Has the company concluded an agreement or Memorandum of 
Understanding with its suppliers with regard to each other’s commitment 
not to deal in illegally-harvested timber? 

 
6. Suppliers’ understanding of local areas 
 

(1) Do the company’s suppliers carry out investigations into areas of 
harvest in order to monitor illegal logging activities? 

 
7. Creation of traceability reports 
 

(1) Do the suppliers submit traceability reports? 
 
(2) Is the information such as the species, volume, areas of harvest, forest 

certification and compliance with forest-related laws included in their 
traceability reports?  

 
For paper manufacturing companies that manage and run the 
production of “pulp used according to procurement policies that aim at 
sustainability” as stipulated in the judgement criteria of the Green 
Procurement Law, 
 

(3) Is the information relating to environmental and social advantages of 
forest management and efficiently use non-utilised timber included in 
traceability reports?  

 
8. Understanding of local areas by paper manufacturing companies 
 

(1) Do paper manufacturing companies or companies commissioned by paper 
manufacturing companies investigate suppliers and areas of harvest in 
order to monitor whether their procurement policies are being complied 
with? 

 
＜Domestic woodchip＞  

9 Agreement with woodchip suppliers 
 

(1) Has the company concluded an agreement or Memorandum of 
Understanding with its woodchip suppliers with regard to each other’s 
commitment not to deal in illegally-harvested timber? 
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10. Creation of traceability reports 
 

(1) Do the woodchip suppliers submit traceability reports?  
 
(2) Is the information such as the species, volume, areas of harvest, forest 

certification and compliance with forest-related laws included in their 
traceability reports?  

 
For paper manufacturing companies that manage and run the production of 

“pulp used according to procurement policies that aim at sustainability” as 
stipulated in the judgement criteria of the Green Procurement Law, 

 
(3) Is the information relating to environmental and social advantages of 

forest management and efficiently use non-utilised timber included in 
traceability reports?  

 
11. Understanding of local areas by paper manufacturing companies 
 

(1) Do paper manufacturing companies or companies commissioned by 
paper manufacturing companies investigate woodchip suppliers and/or 
areas of harvest in order to monitor whether their procurement policies 
are being complied with? 

 
12. Confirmation for certification under the Japanese system 
 

(1) If woodchip suppliers are certified by the industry association, do they 
submit an industry association certificate and legality verification 
document instead of a traceability report and local investigation? 

 
＜Imported pulp＞  

13. Agreement with pulp manufacturers 
 

(1) Has the company concluded an agreement or Memorandum of 
Understanding with its pulp manufacturers with regard to each other’s 
commitment not to deal in illegally-harvested timber? 

 
14. Creation of a traceability report 
 

(1) Do pulp manufacturers submit traceability reports? 
 
(2) Is the information such as the species, volume, areas of harvest, forest 

certification and compliance with forest-related laws included in their 
traceability reports?  

 
For paper manufacturing companies that manage and run the production of 
“pulp used according to procurement policies that aim at sustainability” as 
stipulated in the judgement criteria of the Green Procurement Law, 
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(3) Is the information relating to environmental and social advantages of 

forest management and efficiently use non-utilised timber included in 
traceability reports?  

 
15. Confirmation of voluntary efforts 
 

(1) If pulp manufacturers are implementing measures against illegal logging 
under Japan Paper Association, do they submit the legality verification 
document instead of a traceability report? 
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The Japan Paper Association’s Environmental Action Plan 
 

Established on 4.1.2012 
Amended on 12.22. 2014 

Amended on 3.22.2016. 
 
 
Environmental Principle 

 
Paper and paperboard products are necessary materials for daily 
economic activity and cultural life, tools of education and information, 
and packaging and transportation of goods. The Japan Paper Association 
(JPA) member companies have the responsibility of sustainably supplying 
paper products necessary for civil life in the future through the use of 
limited resources. 
JPA member companies are committed to contributing to the building of 
an economically and environmentally sound sustainable society by 
actively addressing environmental issues as typified by global 
environmental problems. 

 
Environmental Policy 

 
With the goal of building a sustainable society, JPA set the five 
environmental policies based on the environmental principle. JPA 
member companies shall make the utmost efforts to achieve the course of 
action established under the environmental policies. JPA shall conduct a 
follow-up survey on the progress of member companies’ efforts and 
publish the results of the survey every year. 
Environmental policies: 
1. Realize a low-carbon society. 
2. Realize a natural symbiosis society. 
3. Realize a recycling society. 
4. Address environmental risk issues. 
5. Ensure steady progress in environmental management. 

 
Course of Action 

 
1. Realize a low-carbon society 
JPA member companies shall promote the implementation of “JPA’s 

Action Plan for Low-Carbon Society” (phases I and II) in order to realize a 
low-carbon society. 

 
1) CO2 emissions reduction 

i Effort towards 2020 (phase I) 

資料 6－2
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① Through fuel conversion and deployment of energy saving 
equipment, reduce fossil energy derived CO2 emissions by 1.39 
million tons from the fiscal 2005 level by fiscal 2020. 

② Promote a modal shift in raw materials and products 
transportation, as well as streamline the distribution system. 

③ Enhance energy saving efforts at business offices and laboratories. 
 
ii Effort towards 2030 (phase II) 
① Through fuel conversion and deployment of energy saving 

equipment, reduce fossil energy derived CO2 emissions by 2.86 
million tons from the fiscal 2005 level by fiscal 2030. 

② Realize a practical use of nano cellulose to promote collaboration 
amongst relevant parties. 

③ Develop   weight-saving technologies for paper for the purpose of 
international contributions. 

  
2) Develop carbon sinks 
 
i Effort towards 2020 (phase I) 
JPA sets the target of expanding forest plantation area owned or 

managed by its member companies at home and abroad by 425,000 
hectares from the fiscal 1990 level to 700,000 hectares by fiscal 2020, in 
view of increasing forest carbon sinks that help prevent global warming, 
as well as ensuring stable supply of raw materials. 
 
ii Effort towards 2030 (phase II) 
JPA sets the target of expanding forest plantation area owned or 

managed by its member companies at home and abroad by 525,000 
hectares from the fiscal 1990 level to 800,000 hectares by fiscal 2030, in 
view of increasing forest carbon sinks that help prevent global warming, 
as well as ensuring stable supply of raw materials. 

 
2. Realize a natural symbiosis society 
JPA member companies shall make efforts to develop, maintain and 

increase of forest resources as raw material of paper, in view of forest 
functions such as preventing global warming and biodiversity 
conservation through carbon sequestration and preserving biodiversity. 

 
1) Combat illegal logging 
JPA member companies shall never purchase illegally harvested and 

traded wood and wood products, in order to prevent global forest 
destruction and degradation by illegal logging and eliminate illegally 
harvested and traded wood and wood products from market. 

 
2) Increase the use of domestic wood 
JPA member companies shall actively make efforts to promote the 

efficient use of domestic wood resources through increasing the use of 

− 66 −



wood from thinning operations etc., in order to revitalize rural areas and 
create forest carbon sinks by forest development. 

 
3) Promote sustainable forest management 
JPA member companies shall promote sustainable forest management 

through actively obtaining forest certification, in order to conserve 
biodiversity and maintain biodiversity and productivity of forest 
ecosystems, as well as increase economic and social benefits in rural areas. 

 
3. Realize a recycling society 
JPA member companies shall save resources and address waste problems 

through increasing the use of recovered paper as raw material. 
JPA member companies shall streamline waste disposal to extend the life 

of landfill sites and contribute to global warming countermeasures. JPA 
member companies shall enhance the efficient use of resources by 
maximizing the use of by-products from pulp and paper production in 
order to prevent wasting of natural resources. 

 
1) Increase the use of recovered paper 
JPA member companies shall aim to achieve a recovered paper utilization 
rate   of 65% by fiscal 2020 in view of establishing a recycling society 
through the reduction of waste generation and efficient use of natural 
resources. 

① JPA member companies shall maintain and improve their deinked 
pulp (DIP) manufacturing capacities. 

② JPA member companies shall develop the technology to increase 
the use of recovered paper including mixed office paper as raw 
material. 

③ JPA member companies shall promote the thermal use of low-
grade and unsuitable recovered paper for recycling as fuel 
including refuse paper and plastic fuel (RPF). 

 
2) Reduce landfill of the industrial waste through maximum use of by-

products 
JPA shall reduce landfill of the industrial waste to 130,000 tons on a wet 

weight basis by fiscal 2020. 
① JPA member companies shall promote inter-business cooperation 

to expand the recycling of by-products generated in pulp and paper 
production. 

② JPA member companies shall reduce organic waste volume and 
their increased use as fuel. 

③ JPA member companies shall promote the research and 
development of new utilization of by-products. 

 
4. Address environmental risk issues 
JPA member companies shall develop, implement and audit 

environmental management plans aimed at improving environmental 
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impacts as well as comply with environmental regulations, in order to 
reduce environmental impacts at every stage from procurement, 
production, use, disposal to recycling. 

 
1) Reduce environmental impact 

① JPA member companies shall further reduce environmental impact 
resulting from ordinary production (e.g. air and water pollution, 
noise, vibration, groundwater management, waste generation and 
odor), as well as comply with regulations. 

② JPA member companies shall ensure the installment of crisis 
management systems to avert pollution from accidents and 
disasters. 

 
2) Control the chemical risks 

① JPA member companies shall ensure a thorough management of 
the chemicals used in pulp and paper production as well as raw 
material and recovery resources, in order to mitigate the risk of 
using the chemical substances in paper and paperboard production. 

 
5. Ensure steady progress in environmental management 
JPA member companies shall operate business that places the highest 

priority on keeping harmony with the environment, and play an active 
role in addressing resource and environment problems in the global pulp 
and paper industry. 

 
1) Ensure environment management 

① JPA member companies shall improve their environmental 
management systems and ensure environmental compliance to 
prevent inadequate conditions. 

② JPA member companies shall strengthen their corporate 
management bases through improving risk communication with 
communities to contribute to local economies. 

 
2) Promote international cooperation 

① JPA member companies shall focus on the research and 
development of resource and energy saving technology to help 
promote international environmental measures. 

② JPA shall play a central role in cooperation among the global paper 
industries, especially those in 10 East Asian Economic Group 
members (*) in sharing energy saving technologies and recovered 
paper utilization systems. 
(*) Japan, China, Korea, Taiwan, the Philippines, Vietnam, 
Thailand, Malaysia, Indonesia and India 
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Note 1. The underlined texts show parts that have been amended this time. 
Note 2. Amendment history 
(1) Amendment made on December 22 2014 

Established the phase II of the “Low-carbon Society Implementation 
Plan” and added texts regarding reduction of fossil energy derived CO2 
emissions and the area of plantations as a carbon sink. 

(2) Amendment made on March 22 2016 
Amended the ratio goal for the use of recovered paper and the volume 
goal for industrial waste disposal destined for landfill sites. 
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製紙業界の違法伐採対策の取り組み状況について 
（2014 年度） 

 
2015 年 12 月 21 日 

日本製紙連合会 
 
１．製紙業界の違法伐採対策の経緯 
 
 2005 年 7 月に英国で開催されたグレーンイーグルズサミットにおいて、違法

伐採対策に対して具体的行動に取り組むことで先進各国が合意したところであ

る。これを受けて、わが国では、グリーン購入法の判断基準が改正され、政府

調達にあたって、2006 年 4 月以降は合法性が証明された木材を用いなくてはな

らないということになった。 
 
合法証明方法については、「違法伐採対策に係る林野庁のガイドライン」によ

って①「森林認証による方法」、②「団体認定による方法」、③「個別企業の独

自の取り組みによる方法」が示されているが、製紙業界としては、③の「個別

企業の独自の取り組みによる方法」を採用することとし、2006 年 4 月以降、日

本製紙連合会の会員企業は、それぞれの企業で独自の違法伐採対策に取り組ん

でいるところである。（その実施にあたっては、適宜、①の「森林認証による方

法」や②の「団体認定による方法」を一部活用している。） 
 
なお、これに先立って、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

取り組んでいく姿勢を明確にしている。加えて、2007 年 3 月には、「環境に関

する自主行動計画」を改定し、違法伐採対策を自主行動計画の一環として位置

づけたところである。その後、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、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、会員企業の自主的な取り組みに、客観性と信頼性

を担保するために、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

するとともに、その結果について学識経験者、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の指導、助言及び監査を求める「違法伐採対策モニ

タリング事業」を実施するなど、業界全体としての違法伐採対策のより一層の

レベルアップに努めている。9 年目となる 2015 年度についても、会員企業の

2014 年度の違法伐採対策について「違法伐採対策モニタリング事業」のモニタ

リングを実施したところである。 
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  監査委員会委員  東京大学大学院教授     永田   信氏 
           全日本文具協会       大沼 章浩氏 
           グリーン購入ネットワーク  麹谷 和也氏 
           筑波大学大学院准教授    立花  敏氏 
           あらた監査法人       野村 恭子氏 
 
 2009 年 2 月には、コピー用紙に係るグリーン購入法の判断基準が改正され、

従来は古紙 100％であったが、間伐材パルプ、森林認証材パルプ、あるいはその

他持続可能性を目指したパルプに限り 30％まではバージンパルプを配合できる

ようになった。このうち、その他持続可能性を目指したパルプについては、判

断基準で定められた条件を満足させるために、製紙企業は調達方針及びトレー

サビリティレポートによって森林の環境的優位性及び社会的優位性を確認する

とともに、その取り組みの客観性及び信頼性を担保するために、「違法伐採モニ

タリング事業」を活用することとなった。2010 年 2 月には印刷情報用紙に係る

グリーン購入法の判断基準が改正され、40％まではバージンパルプを配合でき

るようになったが、このうち、その他持続可能性を目指したパルプについては

コピー用紙と同じ扱いとなった。 
 
なお、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

て、紙製品を含む木材製品を米国に輸出するにあたっては、輸出申告時に、品

名、価格、数量と共に木材が伐採された産地国と木材の樹種を申告しなくては

ならなくなった（ただし、現時点において、紙パルプには適用されていない）。

また、EU においては、違法伐採対策として 2010 年に「EU 木材規制法（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 月より違法伐採された木材、あるいはそれら木材から生産された林産

品を EU 域内で販売することは禁止されている。さらに、オーストラリアにお

いても「違法伐採禁止法（Illegal Logging Prohibition Bill 2012）」が 2012 年

11 月 28 日に議会において可決され、2014 年から施行されている。 
 

2015 年 10 月 5 日に米国のアトランタにおいて環太平洋地域の 12 カ国によっ

て大筋合意された TPP 協定の第 20 章「環境」において、「野生動植物の違法な

採捕及び取引に対処するためのルール等について規定」されることとされてお

り、違法伐採対策のより一層の国際的な取り組みが強化されることとなったと

ころである。また、2016 年 5 月に三重県で開催される伊勢志摩サミットにおい

て、主催国として違法伐採対策に対するより積極的な姿勢を示すことが期待さ

れており、現在、自由民主党等においてわが国の違法伐採対策の見直しの検討

が行われているところである。 
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（１）古紙 
 
古紙の消費は、前年比 0.9％増の 1,709 万 t、2 年連続のプラスとなった。古

紙の利用率は、紙・板紙合計で 63.9％、2013 年から横ばいとなった。うち紙分

野は、41.0％から 40.3％へ 0.7 ポイント低下、板紙分野は 93.3％から 93.2％へ

0.1 ポイント低下した。 
 
日本製紙連合会では、ゴミの減量化や森林資源保全の観点から古紙の利用率

を 2015 年度までに 64％に高めるという目標を定め、古紙利用の拡大に努めて

いる。古紙はリサイクルを図る観点で環境にやさしい原料であるため、林野庁

のガイドラインでは合法証明は必要とされていない。 
 
古紙の輸出については、前年に比べて 5.5％減の 462 万 t、中国向けが大幅な

減少となったこと等により、2 年連続のマイナスとなった。その結果、2014 年

の古紙回収量 2,175 万 t に対する輸出量の比率は 21.2％となり、2013 年より 1.2
ポイント低下した。 
 
古紙利用率（製紙原料に占める古紙の比率 ％）推移 
  95 年 00 年 05 年 09 年 10 年 11 年 12 年 13 年 14 年

紙 26.7 32.1 37.5 42.1 40.5 39.6 41.1 41.0 40.3
板 紙 87.6 89.5 92.6 92.8 92.8 92.8 92.9 93.3 93.2
平 均 53.4 57.0 60.3 63.1 62.5 63.0 63.7 63.9 63.9

     資料：経済産業省「紙・パルプ統計」 
 
（２）パルプ材（国産パルプの原料） 
 
 パルプ材の消費は、前年比 3.3％増の 1,649 万 t で、針葉樹 522 万 t、広葉樹

が 1,127 万 t となっている。 
 
針葉樹の輸入先は、アメリカ、豪州、ニュージーランド（NZ）、カナダなど違

法伐採のリスクが低い先進国を中心に 6 カ国となっているが、アメリカ、豪州

の 2 カ国で 72％（日本を除く輸入量計をベースとする）を占めている。 
注：下図は国産（日本産）パルプ材が含まれている 
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３．製紙業界の違法伐採対策の実施状況 
 
日本製紙連合会の会員企業は、違法伐採対策を実施するにあたって、林野庁

のガイドラインで示された「個別企業の独自の取り組みによる方法」で対応し

ており、各企業の取り組みは企業によって異なっているが、共通している対応

としては、原料調達方針と合法証明システムの作成である。2015 年 12 月現在、

原料調達方針と合法証明システムを作成し、ホームページ等で公表している会

員企業及びその関連企業は下記の 17 社である。 
 

企 業 名 URL 

王 子 製 紙 株 式 会 社 http://www.ojiholdings.co.jp/（王子グループ） 

王 子 マ テ リ ア 株 式 会 社 http://www.ojiholdings.co.jp/（王子グループ） 

王 子 エ フ テ ッ ク ス 株 式 会 社 http://www.ojiholdings.co.jp/（王子グループ） 

王 子 ネ ピ ア 株 式 会 社 http://www.ojiholdings.co.jp/（王子グループ） 

王 子 キ ノ ク ロ ス 株 式 会 社 http://www.ojiholdings.co.jp/（王子グループ） 

大 王 製 紙 株 式 会 社 http://www.daio-paper.co.jp/ 

中 越 パ ル プ 工 業 株 式 会 社 http://www.chuetsu-pulp.co.jp/ 

特 種 東 海 製 紙 株 式 会 社 http://www.tt-paper.co.jp/ 

日 本 製 紙 株 式 会 社 http://www.nipponpapergroup.com/（日本製紙グループ）

日 本 製 紙 パ ピ リ ア 株 式 会 社 http://www.nipponpapergroup.com/（日本製紙グループ）

兵 庫 パ ル プ 工 業 株 式 会 社 http://hyogopulp.co.jp/ 

北 越 紀 州 製 紙 株 式 会 社 http://www.hokuetsu-kishu.jp/ 

丸 三 製 紙 株 式 会 社 http://www.marusan-paper.co.jp/ 

丸 住 製 紙 株 式 会 社 http://www.marusumi.co.jp/ 

三 菱 製 紙 株 式 会 社 http://www.mpm.co.jp/ 

リ ン テ ッ ク 株 式 会 社 http://www.lintec.co.jp/  

レ ン ゴ ー 株 式 会 社 http://www.rengo.co.jp/ 
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４．違法伐採対策モニタリング事業の実施結果 
 
 日本製紙連合会は、2015 年 7 月から 9 月にかけて、違法伐採対策を実施して

いる 17 社（グループの場合は代表会社）に対して、2014 年度の取り組みにつ

いて調査員による第 9 回モニタリングを実施した。その結果の概要は以下のと

おりである。 
 
・ 各社の違法伐採対策は、いずれも、各社の事情を踏まえながら、原料調達方

針を策定するとともに、合法証明システムとしてサプライヤーと覚書等を締

結し、トレーサビリティレポートを提出してもらうなど、林野庁のガイドラ

インに基づき適切に実施されていた。 
・ 現地調査結果の文書化やトレーサビリティレポートの記載内容の充実など、

モニタリングの指摘事項を踏まえた改善が引き続き着実に進められた。 
・ 購入パルプ（輸入）については、ほとんどの企業において、関連書類が整備

されるなど改善が進むとともに、森林認証パルプの積極的な活用が進められ

ている。 
・ 国産木材チップについては、覚書等を締結し、トレーサビリティレポートを

提出してもらう取り組みを基本とする会社と、木材チップ業者の団体認定に

よる合法証明を活用する取り組みを基本とする会社があり、製紙企業による

木材チップ工場や伐採現場などの現地確認も確実に行われるなど、全体とし

てはよく取り組みが行われていた。 
・ 違法伐採対策として森林認証を活用する企業が増えてきており、輸入される

パルプ材及びパルプについては、その全てを森林認証材あるいは森林認証制

度の下で認証された管理木材（CW）で対応する企業がほとんどとなってい

る。 
・ 森林認証による合法性の確認は林野庁のガイドラインに基づく方法であり、

第三者の監査も行われるため、信頼性が高い方法として評価できるが、一方

で、直前のサプライヤーの森林認証の有無だけを確認すればいいということ

から、サプライチェーン全体の把握ができなくなるということもある。今後、

EU の木材規制法等海外の違法伐採対策への対応を考えると、これまでのよ

うに並行してトレーサビリティレポートを取得しておくことが望ましい。 
 
 さらに、2015 年 11 月 17 日に監査委員会を開催して、上記のモニタリング結

果を報告し意見を聴取した。その概要は以下のとおりである。 
 
・ 違法伐採対策に取り組む企業において、違法伐採対策モニタリング事業のモ

ニタリング結果を踏まえて、その取り組み内容も充実するなど、毎年度確実
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に改善が図られ、レベルアップが着実に続いていることを高く評価する。引

き続き、各社がその精度を上げていく努力を継続することを期待する。 
・ 違法伐採対策の信頼性のより一層の向上を図るためには、日本製紙連合会の

調査員によるモニタリングに加えて、企業自身による内部監査や監査法人等

第三者機関による外部監査を並行して行うことがより効果的である。 
・ トレーサビリティレポート及び現地確認により合法性の確認は着実に行わ

れているが、その精度を高めるために、項目や記載内容に正確さを期すなど

より一層の徹底・充実を期待したい。 
・ サプライヤーの宣誓書や協定については、サプライヤーの意識を喚起するた

めに、その中で期限を明示すること、あるいは、定期的もしくは契約の更改

時に締結し直すことが効果的である。 
・ 全ての企業で毎年度の取り組み状況を HP 等で公表していることは高く評価

する。今後はその記載内容をさらに充実するとともに、より適切な表現とな

るよう努めていただきたい。 
・ 製紙企業の木材調達にあたっては、合法性に加えて、生物多様性の保全など

の持続可能性が重要である。日本製紙連合会も 2014 年 6 月に「生物多様性

保全に関する日本製紙連合会行動指針」を策定し、2015 年 9 月には、この

行動指針のフォローアップ調査の結果を公表したところであり、その成果が

モニタリング事業にも反映されることを期待する。 
 
日本製紙連合会としては、違法伐採対策を実施している会員企業に対して、

調査員のモニタリング結果及び監査委員会の意見をフィードバックし、各社の

取り組みの改善に資することとしており、今後とも、違法伐採モニタリング事

業の実施を通じて業界全体としての違法伐採対策の一層の充実を図っていく考

えである。 
 
５．間伐材利用の推進 
 
 間伐材利用を推進することは、森林資源の健全な整備に寄与するのみならず、

わが国の京都議定書第一約束期間の森林吸収源 3.8％の確保を通じて、地球温暖

化の防止にも大きく貢献したところである。わが国は 2013 年 11 月にワルシャ

ワで開催された COP19 において、ポスト京都議定書の CO2 削減目標として

2020 年に 2005 年比で 3.8％削減すると表明しているが、そのうち 2.8％は森林

吸収源で対応することとなっており、引き続き間伐材の利用を推進する必要が

ある。また、違法伐採対策に係る林野庁のガイドラインにおいても、間伐材を

始めとする未利用材については合法証明を必要としないとされている。わが国

の製紙各社は、従来から未利用資源の有効活用の観点から間伐材を積極的に利
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用してきたが、日本製紙連合会は 2012 年 4 月に「環境行動計画」を策定し、国

内の森林整備の促進、地球温暖化の防止、資源の有効利用の推進のために間伐

材の利用量の増大に積極的に取り組むという業界の姿勢を改めて明らかにして

いる。さらに、2009 年及び 2010 年のグリーン購入法の判断基準の改正により、

コピー用紙及び印刷用紙において、間伐材パルプが評価されることになったが、

その際には、間伐材利用に係る林野庁のガイドラインに基づいて間伐証明書を

添付しなくてはならないことになっている。このため、今後、グリーン購入法

適合製品において間伐材の利用を促進するためには、証明書付間伐材の供給を

増加させる必要があるが、現時点では、その供給量は極めて限られている。 
 

単位：千 BDT 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
間 伐 材 
（林地残材含む） 403 856

＜ 27＞
744

＜ 59＞
781

＜ 73＞
787 

＜ 61＞ 
767

＜ 48＞

虫 害 材 14 13 5 4 5 1

古 材 323 317 315 311 328 312

  資料：日本製紙連合会 
 注１．数量は推定を含む 
  ２．古材には家屋解体材の他、ダンネージ、パイル等を含む 
  ３．＜ ＞は証明書付き間伐材 
 
 
６．植林事業の推進 
 
 適切な森林経営が行われている自社植林地から調達された植林木チップは、 
違法伐採が行われていない環境に配慮された原料である。このため、その調達

の拡大を目指して、わが国の製紙各社は、植林木伐採跡地の他、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おり、2014 年末時点では、

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、47.9 万 ha
に達している。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。日本製紙連合会は「環境行動計画」において、2030 年度までに

国内外の植林地を 80 万 ha へ拡大することとしている。 
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森林認証材及び認証された管理木材の利用状況（2014 年） 

［木材チップ］ 

 
 資料：日本製紙連合会 
 注：割合は各集荷量計に対する森林認証材及び認証管理木材の割合 

    針葉樹 広葉樹 合計 

    数量 割合 数量 割合 数量 割合 

国内 ① 森林認証材 198 5.6％ 4 0.3％ 202 4.1％

  ② 認証管理木材 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

  ①＋② 198 5.6％ 4 0.3％ 202 4.1％

  集荷量計 3,552   1,358   4,910   
輸入 ① 森林認証材 442 26.8％ 2,876 29.5％ 3,318 29.1％

  ②認証管理木材 1,209 73.2％ 6,048 62.0％ 7,257 63.6％

  ①＋② 1,651 100.0％ 8,924 91.5％ 10,575 92.7％

  集荷量計 1,651   9,759   11,410   
合計 ① 森林認証材 640 12.3％ 2,880 25.9％ 3,520 21.6％

  ②認証管理木材 1,209 23.2％ 6,048 54.4％ 7,257 44.5％

  ①＋② 1,849 35.5％ 8,928 80.3％ 10,777 66.0％

  集荷量計 5,203   11,117   16,320   
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Regarding Measures against Illegal Logging  
Taken by the Japanese Paper Industry 

(For the fiscal year 2014) 
 

21 December 2015 
                                      The Japan Paper Association (JPA) 
 
1.  Background of the Paper Industry’s Anti-Illegal Logging Efforts 
 

In July 2005, at a G8 Summit held in Gleneagles, the U.K., developed 
countries around the world formed an agreement to create measures that 
address the problem of illegal logging. Following this agreement, the 
Government of Japan amended criteria concerning wood-based products 
under the Green Procurement Law. The amendment went into effect after 
April 2006, making the Law require timber suppliers of government 
institutions to supply timber that has been verified to be legal. 
 

The Forestry Agency issued the Guidelines concerning verification 
methods of measures against illegal logging, which specifies the following 
three verification methods: (1) “Verification method via a forest certification 
system”; (2) “Verification method by company under the authorization of 
associations for forest owners, forestry or wood industry”; and (3) 
“Verification method by original measure of each company”. The paper 
industry has adopted method (3) above (“Verification method by original 
measure of each company”), and since April 2006, member companies of   
JPA have been implementing their own measures for tackling the illegal 
logging issue. For the implementation of the verification method, some 
companies are using method (1) or (2) above accordingly ((1) “Verification 
method via a forest certification system”; (2) “Verification method by 
company under the authorization of associations for forest owners, forestry 
or wood industry”). 

 
Prior to this, JPA developed “JPA’s Code of Conduct Regarding Measures 

against Illegal Logging” in March 2006. The Code of Conduct is designed to 
clarify the Association’s commitment to have the entire industry commit to 
the elimination of illegal logging. The Association also amended “The 
Voluntary Action Plan Regarding the Environment” in March 2007, 

資料 7－2
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incorporating the measures against illegal logging as part of the Voluntary 
Action Plan. After the completion of the Action Plan, in April 2012, the 
Environmental Action Plan was established and the measures against illegal 
logging continue to be part of this Action Plan. 

 
Furthermore, since 2007, the paper industry has been stepping up its 

effort to address the illegal logging problem by implementing the “The 
Monitoring Operation for Measures against Illegal Logging”. This operation 
includes monitoring by JPA. The operation also includes guidance and advice, 
as well as audit by a third-party committee. The committee consists of 
academic experts, consumer groups, those involved with auditing 
corporations and other similar bodies. In the fiscal year 2015, which was the 
9th year since the start of the operation, JPA carried out its monitoring under 
“The Monitoring Operation for Measures against Illegal Logging”. The 
monitoring encompassed measures taken by the member companies in the 
previous fiscal year. 

 
Auditing Committee Members 
 Shin NAGATA     Professor, Graduate School of the University of 
Tokyo 
 Akihiro OHNUMA    All Japan Stationery Association 
 Kazuya KOUJITANI   Green Purchasing Network 

Satoshi TACHIBANA  Associate Professor, Graduate School of Tsukuba 
University 
 Yasuko NOMURA   Japan Assurance Aarata 
 

In February 2009, criteria concerning photocopy papers under the Green 
Procurement Law were amended. Prior to the amendment, 100% of the 
paper for public procurement had to come from recovered paper, but as a 
result of this amendment, virgin pulp can now be included up to 30% of the 
paper, provided that such pulp originates from wood from thinning 
operations or certified materials. For other types of wood that was produced 
in a sustainable manner, the paper companies check environmental and 
social advantages of forests using their procurement policies or traceability 
reports, in order to meet the criteria under the Law. The monitoring 
operation provides a tool to ensure objectivity and credibility of such efforts. 
In February 2010, the criteria for the Green Procurement Law have been 
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amended and virgin pulp is now allowed up to 40% for printing papers. With 
regard to sustainable pulp, it is now treated the same as photocopy papers. 
 

Furthermore, the United States has amended the Lacey Act in 2008, as 
part of its Measures against Illegal Logging. Following the amendment, 
exporters of wood products, including paper, now have to declare; the country 
of origin where timber is harvested; tree species; product name; price; and 
quantity (However, the obligation of the declaration is not applicable to 
paper pulp at the point of writing this document). The EU also created 
“Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the 
Council of 20 October 2010 laying down the obligations of operators who 
place timber and timber products on the market” (EU Timber Regulation) in 
2010. Following the establishment of this Regulation, it is prohibited to sell 
illegal timber and timber products within the EU since March 2013. In 
addition, Australia also passed “The Illegal Logging Prohibition Act” at the 
Parliament on 28 November 2012, and it has been implemented since 2014. 

 
Under “Chapter 20: Environment”, which is part of the TPP Agreement 

generally agreed amongst 12 countries in Asia-Pacific area in Atlanta, the 
U.S. on 5 October 2015, it is expected that rules will be set out in order to 
tackle the problem of illegal capture of and trade in wildlife. This means that 
international efforts for measures against illegal logging will be 
strengthened. Also, at the G7 Summit to be held in Ise-Shima area in May 
2016, Japan is expected to show an active approach towards measures 
against illegal logging. The Liberal Democratic Party is reviewing the 
existing measures in Japan to prepare for the Summit. 

 
2.  The Current Situation of the Material Procurement in the Paper 
Industry 
 

The total production volume of paper and paperboard in 2014was 
26,480,000 tons, and the consumption volume of paper materials was 
26,920,000 tons. The composition ratio is as follows: 17,190,000 tons for 
recovered paper (63.9%), 9,690,000 tons for pulp (36.0%), 30,000 tons for 
other fiber materials (0.1%). With regard to pulp, 8,030,000 tons are 
domestic pulp (29.8%), of which 5,490,000 tons are woodchips from 
plantations (20.4%), 1,730,000 tons are pulp from waste woodchips from 
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mills (6.4%), and 800,000 tons are from woodchips from natural forests (3%). 
Imported pulp amounts to 1,660,000 tons (6.2%). 
 

 
 

Source：JPA materials, The Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) 
statistics, “Trade of Japan” issued by The Ministry of Finance 

Note：Of 3.0% of pulp originating from natural forests,  
2.6% comes from low quality domestic natural wood from satoyama  
0.4% comes from low quality natural wood that is imported and certified 

 
(1)  Recovered Paper 
 

The consumption of used paper increased by 0.9% from the previous year, 
to 17,090,000 tons. This is the second year of increase. The usage ratio of 
recovered paper is 63.9% for paper and paperboard, which is unchanged 
since 2013. Within this, paper decreased by 0.7%, from 41.0% to 40.3%, and 
paperboard decreased by 0.1%, from 93.3% to 93.2%. 

 
JPA set a goal to increase the use of recovered paper up to 64% by 2015, in 

order to decrease the waste and to contribute to the preservation of forest 
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resources. Since recovered paper is considered environmentally-friendly, it 
does not require legality verification according to the Forestry Agency’s 
Guidelines above.  

 
With regard to the export of recovered paper, it decreased from the 

previous year by 5.5% totaling to 4,620,000 tons, and this is due to the 
significant decrease in export to China. This is the second year when there 
was a decrease. Therefore, for the fiscal year 2014, of 21,750,000 tons of 
paper collected for recycling, 21.2% was exported, which is a 1.2% decrease 
from 2013. 

 
 

The Ratio of Usage of Recovered 
Paper （The Ratio of Transition of the 

Ratio of Recovered Paper as Paper 
Production Material - %）  

 

  1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Paper 26.7 32.1 37.5 38.1 40.1 40.5 42.1 40.5 39.6 41.1 41.0 40.3
Paper 

for 
Paper
board 

87.6 89.5 92.6 92.7 92.4 92.8 92.8 92.8 92.8 92.9 93.3 93.2

Avera
ge 

53.4 57.0 60.3 60.6 61.4 61.9 63.1 62.5 63.0 63.7 63.9 63.9

Source：”Statistics for Paper and Pulp” by METI 
 
(2)  Pulp (Materials for Domestic Pulp) 
 

The consumption of pulp has increased from the previous year by 3.3%, to 
16,490,000 tons, of which 5,220,000 tons are from softwood and 11,270,000 
tons are from hardwood.  

 
The major exporting countries of softwood are six developed countries; the 

United States, Australia, New Zealand and Canada, where the risk of illegal 
logging is lower. 72% of the import is from Australia and the United States 
(based on the import volume excluding Japan).  
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Note: The graph below includes domestic pulp. 
 

 
 

Note：”Others” shown as 2.8% includes 2.5% from Fiji and 0.3% from Russia. 
Source：JPA 

 
The exporting countries of hardwood are 11 countries, including Vietnam, 

Chile, Australia, South Africa, and Thailand. Approximately 76% are from 
Vietnam, Chile, Australia and South Africa ((based on the import volume 
excluding Japan), most of which are from plantations where the risk of 
illegal logging is lower. 
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Note：”Others” shown as 6.4% includes 4.1% from Indonesia, 0.9% from New Zealand, 

0.5% from Mozambique, 0.5% from Ecuador and 0.4% from Malaysia. 
Source：JPA 

 
The materials from both domestic and imported softwood are mainly from 

residue from sawmills. The rest mostly comes from unused wood from 
thinning operations, damaged wood from pests and disease and demolition 
materials. Waste materials from wood mills and unutilized materials are 
considered environmentally-friendly materials as they promote use of 
otherwise unused resources, and therefore the legality verification is not 
required under the Forestry Agency’s Guidelines. 
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  Source：JPA 

 

 
Source：JPA 

 
Materials from domestic hardwood are mostly low grade materials from 

forests that were formerly used for fuel materials. Also, 98% of imported 
hardwood comes from industrial plantations of eucalyptus, acacia, etc., 
where the risk of illegal logging is lower. 
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Source：JPA 

 
 

 
Source：JPA 

 
(3)  Imported Pulp 
 

In 2014, the amount of imported pulp (for paper production) increased 
from the previous year by 0.2%, to 1,660,000 tons. Since 2009, when the 
economic downturn took place worldwide, pulp import has decreased and 
companies has continue to prioritize the use of their own pulp. Due to these 
reasons, imports continue to be generally low. There are 24 exporting 
countries; however, 91% of the exports come from Canada, the United States, 
Brazil, Indonesia, Chile and New Zealand. Imports from Brazil and New 
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Zealand are mostly from a develop-and-import scheme. In recent years, the 
import of pulp certified under forest certification systems (CoC certification: 
Chain of Custody certification) as well as Controlled Wood is increasing. 

 

 
Note：”Others” shown as 4.2% include 1.7% from Sweden, 1.1% from Finland, 0.4% from China, 0.2% from the 

Philippines, 0.2% from Vietnam, 0.1% from Spain, 0.1% from Thailand, 0.1% from France, 0.1% from Germany, 

0.1% from Norway, 0.1% from Tunisia, and 0.1% altogether from the following 6 countries; Myanmar, Austria, 

Nepal, Malaysia, Korea and Taiwan. 

 
Exporting countries of pulp for paper production 
 
3. The Implementation Status of Measures against Illegal Logging in the 
Paper Industry  
 

Member companies of JPA are following the Forestry Agency Guidelines 
through the verification method (3) listed above -“Verification method by 
original measure of each company” as part of the measures against illegal 
logging. Individual companies are dealing with the issue differently; however, 
what is common amongst them is the establishment of procurement policies 
and legality verification systems. As of December 2015, the following 17 
companies have procurement policies and legality verification systems 
available on their website: 
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Member Companies URL 

Oji Paper Co., Ltd. http://www.ojipaper.co.jp/ 

Oji Materia Co., Ltd. https://www.ojimateria.co.jp/ 

Oji Eftex Co. Ltd.  http://ojif-tex.co.jp/ 

Oji Nepia Co. Ltd.  http://www.nepia.co.jp/ 

Oji Kinocloth Co. Ltd.  http://www.kinocloth.co.jp/ 

Daio Paper Corporation http://www.daio-paper.co.jp/ 

Chuetsu Pulp & Paper Co., Ltd. http://www.chuetsu-pulp.co.jp/ 

Tokushu Tokai Paper Co., Ltd. http://www.tt-paper.co.jp/index.html 

Nippon Paper Group, Inc. http://www.np-g.com/ 

Nippon Paper Papylia Co., Ltd. http://www.papylia.com/(Nippon Paper Group) 

Hyogo Pulp Co., Ltd. http://hyogopulp.co.jp/ 

Hokuetsu Kishu Paper Co., Ltd. http://www.hokuetsu-kishu.jp/ 

Marusan Paper MFG Co., Ltd. http://www.marusan-paper.co.jp/ 

Marusumi Paper Co., Ltd. http://www.marusumi.co.jp/ 

Mitsubishi Paper Mills Limited http://www.mpm.co.jp/ 

Lintec Corporation http://www.lintec.co.jp/  

Rengo Co., Ltd. http://www.rengo.co.jp/ 

 
4.  The Implementation Results of “The Monitoring Operation for Measures 
against Illegal Logging” 
 

JPA carried out the fifth monitoring operation by sending investigators to 
17 companies (representative companies was chosen for group companies) 
that are implementing measures against illegal logging in order to monitor 
the progress in the fiscal year 2014. The monitoring operation was carried 
out between July and September 2015. The results are as follows. 
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・ All of the companies, whilst having different situations and different 
methods, adequately implemented their measures against illegal logging 
according to the Forestry Agency’s Guidelines. This was done through 
establishing procurement policies and their suppliers sign an MOU and 
submit traceability reports. 

・ Improvements have been made continuously by the member companies, 
following advice given as part of the monitoring operation such as 
documenting results of field investigation and enriching contents of 
traceability reports. 

・ For purchased pulp (imported) most companies have made progress in 
terms of organizing documents, etc. and they are promoting certified 
pulp. 

・ For domestic woodchips, some companies signed an MOU or other 
agreement, and asked their suppliers to submit traceability reports. 
Other companies relied more on the legality verification systems under 
the authorization of associations for woodchip dealers. On-spot checks on 
woodchip factories and harvest sites are also carried out. Overall, it was 
found that the efforts were made adequately. 

・ Many companies sign a new MOU etc. regularly or at the timing of the 
contract renewal, whereas others adhere to the same MOU they signed 
first. 

 
Furthermore, the auditing committee meeting was held on 17 November 

2015, in order to report back the monitoring results above and to ask for the 
committee’s views. The summary views of the committee are as follows: 

 
・ The committee applauds the continuous improvements of the member 

companies. Every year laudable improvements are made, as shown in the 
increased number of companies participating in measures against illegal 
logging and these efforts are built on the results of the previous 
monitoring results. It is hoped that each company continues its effort to 
increase the accuracy in implementation. 

・ All member companies publicize their annual efforts on websites, etc. The 
committee applauds this. It is hoped that the member companies further 
improve their content and expressions. 

・ For timber procurement by paper companies, sustainability such as 
biodiversity conservation is equally important as legality. JPA established 
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“JPA’s Code of Conduct Regarding Biodiversity Conservation” in June 
2014. In September 2015, results of follow-up checks on its 
implementation were published. The committee hopes that the results 
will be reflected in the monitoring operation. 

 
JPA will be sharing the results of the monitoring by the investigators and 

feedbacks from the auditing committee to the member companies that are 
implementing measures against illegal logging. JPA is committed to further 
enrich measures against illegal logging as the industry through the 
monitoring operation. 
 
5. Promotion of the Use of Wood from Forest Thinning 
 

Promoting the utilization of wood from forest thinning contributes not 
only to the management of healthy forest resources but also has contributed 
significantly to the prevention of global warming by achieving 3.8% 
reduction by forests as carbon sink. This was Japan’s condition for the 
Phase I of Kyoto Protocol. At COP19 held in November 2013 in Warsaw, 
Japan announced 3.8% reduction from the 2005 level by 2020 as a 
post-Kyoto reduction goal. Within 3.8%, 2.8% is expected to be through 
forests as carbon sink. It is therefore important to continue to promote 
timber from thinning operations. Moreover, the Forestry Agency’s 
Guidelines concerning measures against illegal logging do not require the 
legality verification for unused wood such as from forest thinning. Paper 
companies in Japan have been actively using wood from forest thinning in 
order to effectively exploit unused resources. JPA established “JPA’s 
Environmental Action Plan” in May 2008, clarifying the industry’s approach 
to actively promote the increased utilization of wood from forest thinning for 
the purposes of facilitation of domestic forest management, prevention of 
global warming and effective use of resources. Furthermore, following the 
amendment of the criteria under the Green Procurement Law in 2009 and 
2010, pulp originating from forest thinning that is included in photocopy 
and printing papers became subject to an evaluation system that assesses 
the degree of sustainability. For this evaluation, a certificate for wood from 
thinning has to be submitted according to the Forestry Agency’s Guidelines. 
Therefore, in order to promote the use of wood from forest thinning in 
products qualified to meet the criteria under the Green Procurement Law, it 
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is necessary to increase the supply of certified wood from forest thinning, 
although it is extremely limited at present. 

 
Unit：1,000 BDT  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Wood from 
forest 
thinning 
(Including 

residues） 

403 

856
＜ 27＞

744
＜ 59＞

781
＜ 73＞

787 
＜ 61＞ 

767
＜ 48＞

Wood 
damaged by 
insects 

14 13 5 4 5 1

Used wood 323 317 315 311 328 312

Source：JPA 
Note 1. The figures include estimates. 
 2. Used wood includes wood from demolished houses, dunnage, pile, etc. 
 3.＜ ＞ represents wood from forest thinning with certificates. 
 
6.  Promotion of Plantation Operations 
 

Woodchips originating from plantations that are owned by paper 
companies and are managed adequately provide environmentally 
responsible materials with no risk of illegal logging. Therefore, with the 
objective of increasing the procurement of plantation woodchips, paper 
companies in Japan have been actively promoting overseas plantation 
operations in locations where there are no trees. These areas include areas 
where planted trees have been harvested, grazing grounds, degraded lands, 
etc. By the end of 2014, there were 34 projects in 10 countries in Oceania, 
South America, Asia and Africa, totaling to 479,000 ha. With this, the total 
area of plantation lands owned or managed in and outside Japan has 
reached 626,000 ha. JPA aims to increase the area to 800,000 ha by the end 
of 2030, which is stated in “JPA’s Environmental Action Plan”. 
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Source：The Japan Overseas Plantation Center for Pulpwood and JPA 
 
7.  Promotion of Forest Certifications 
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Forest certification systems are designed to promote sustainable 
management of forest resources and the utilization of wood from such forests. 
Therefore woodchip and pulp certified under these systems are considered 
environmentally responsible materials. For this reason, paper companies in 
Japan have been actively acquiring FM (Forest Management) certifications 
for the forests they own or manage, whilst also acquiring CoC (Chain of 
Custody) certifications for production and sale of wood products. Many of the 
domestic forests owned by paper companies are certified under Japan’s own 
certification system SGEC, and overseas forests are certified under 
international certification systems such as FSC and PEFC(AFS、CERFLOR、

CERTFORCHILE). At the point of 2014, the total area of certified forests 
owned by paper companies is as much as 623,000 ha. As a result, amongst 
woodchips procured, 21.6% are certified woodchips, which is a slight 
decrease from the previous year. Also, from 2014, the ratio of certified 
Controlled Wood (not a full, formal forest certification, but certified by a 
third party for legality and social and environmental stndards) is being 
surveyed. 66.0% was certified timber and certified Controlled Wood (92.7% 
for imported timber). 

 

 
Source：JPA materials 
Note1：SGEC: Sustainable Green Eco System 

2：FSC: Forest Stewardship Council 
3：AFS: Australian Forestry Standard（endorsed by PEFC） 
4：CERFLOR：Programa Nacional de Certificacan Florestal（Brazilian system, endorsed 
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by PEFC） 
5：CERTFORCHILE(Chilean system, endorsed by PEFC) 
6：Part of the forests certified under CERFLOR and CERTFORCHILE are also certified 

under FSC. 
 

Use of certified timber and certified Controlled Wood (2014) 
［Woodchips］ 

 
 

    Softwood Hardwood Total 
    Volume Ratio Volume Ratio Volume Ratio

Domestic 
① Certified 

timber 
198 5.6％ 4 0.3％ 202 4.1％

  
② Certified 

Controlled 
Wood 

0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％

  ①＋② 198 5.6％ 4 0.3％ 202 4.1％

  Pickup volume 3,552   1,358   4,910   

Imported 
① Certified 

timber 
442 26.8％ 2,876 29.5％ 3,318 29.1％

  
② Certified 

Controlled 
Wood 

1,209 73.2％ 6,048 62.0％ 7,257 63.6％

  ①＋② 1,651 100.0％ 8,924 91.5％ 10,575 92.7％

  Pickup volume 1,651   9,759   11,410   

Total 
① Certified 

timber 
640 12.3％ 2,880 25.9％ 3,520 21.6％

  
② Certified 

Controlled 
Wood 

1,209 23.2％ 6,048 54.4％ 7,257 44.5％

  ①＋② 1,849 35.5％ 8,928 80.3％ 10,777 66.0％

  Pickup volume 5,203   11,117   16,320   
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USER NOTE: 

By using this document you confirm that you have read and understood the clarifications and 
caveats below. 

This document is provided as a template example of a due diligence manual. This document 
cannot be used as an “off the shelf tool”. It must be adapted to set out your actual procedures as 

the situation in each company, and the detailed system needs, are different. 

The document only serves as a generic example of what a procedure may look like. The specific 
system details are provided merely as examples. 

Sample text for actual procedures has been provided in black. 

Instructions on how to use this sample procedure, or what to include, are given in italics 

Text that needs obvious specific input for each company and in red 
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documentation 

4.5 LTPP Communication Compliance 
[COMPANY NAME] are committed to making claims about our purchasing and DD System that are in 
compliance with Australian Consumer Law and the requirements of any forest certification or third 
party legality verification scheme. In doing so we are implementing the following procedures. 

1. Claims about the legality of the product may not be made on‐product. 
2. Before  any  claims  are made  they  shall  be  send  in  a  draft  form  to  the  relevant  staff 

member for approval.  
3. No claims shall be made before approval has been received from the relevant staff. 
4. Use of  any  compliance  claim  in promotion  shall not  imply  that  any  aspects which  are 

outside the scope of the verification. 
5. Any approval correspondence is kept on file for a minimum of 5‐years. 

5 Material	Control	
[COMPANY NAME] will maintain  physical  separation of  all  timber material which  is  approved  for 
importation  into  Australia  from  material  with  unknown  or  illegal  origin  throughout  reception, 
processing, packing and shipping. 

The  relevant  staff  functions  shall  ensure  that  material  that  has  not  yet  been  approved  for 
importation  into  Australia  is  kept  physically  separate  from  approved material/products  and  that 
distinction between approved and not‐approved material can be made visually by applying [STATE 
THE SELECTED PREFERENCE FOR MARKING APPROVED AND NOT‐APPROVED MATERIAL]. 

5.1 Control of Certification and Verification Claims 
Material and products purchased as certified or verified against existing third part certification and 
verification  schemes  shall  be  handled  and  controlled  according  to  the  relevant  standards 
requirements.  

6 Scope	
[DEFINE HERE THE SCOPE OF THE COMPANY’S DUE DILIGENCE SYSTEM IN TERMS OF PRODUCTS AND 
SUPPLIERS]. 

7 Gathering	Supply	Chain	Information	
In  order  to  assure  sufficient  information  about  products,  timber  origin,  sources  and  suppliers  is 
gathered  to  identify  risks  we  are  implementing  the  following  procedures.  Gathering  relevant 
information about our supply chain and sources is a key component of our procurement system and 
a prerequisite for implementing due diligence in our sourcing of timber products. 

[COMPANY  NAME]  shall  ensure  the  following  information  about  all  products  sourced  outside 
Australia  and  intended  to  be  imported  into  Australia  is  collected, where  reasonably  practicable, 
before import: 

a. The type of product  
b. The common and scientific name of tree species used for all products placed on the 

market. 
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c. Country of harvest, sub‐national region and forest harvesting unit where the timber 
was harvested; 

d. The country in which the timber product was manufactured; 
e. The  name,  address,  trading  name  and  any  business  and  company  registration 

number (if any) of the supplier of the product; 
f. The quantity (volume, weight or number of units) of the regulated timber product1 

to be purchased; 
g. Documents or other  information  indicating compliance of those timber and timber 

products with the relevant legislation and regulations including (if any): 
- Any certification to FSC or PEFC endorsed forest management standards 
- Any document  indicating compliance with a 3rd party  legality verification 

system. 
- Any other documentation  that  is  indicated as acceptable  in any Country 

Specific Guideline developed by the Australian Department of Agriculture. 

In order to assure that we have access to all relevant information regarding our products we ask our 
suppliers to sign an agreement to provide the applicable and relevant information. 

7.1 Collecting supply chain information 
In order to minimise the risk that our supply of timber and timber based products originates from 
unknown or illegally logged sources we collect information about our sources and supply of material 
and products. All  information shall be collected to a  level that enables  identification of the country 
of harvest and assessment of risk.  

Where information is insufficient to conclude the material is low risk and we need additional supply 
chain  information we are using  the  letter  template. This  should be  sent  to our  suppliers who we 
need  additional  information  from  in  order  to  inform  them  about  our  requirements  and  our 
commitment  to  comply with  the  ILP Regulation. The  letter also asks  the  suppliers  to  identify any 
certification and/or verification status of timber products they supply to us.  

To  this  end we  use  the  Supplier  questionnaire  (AITDD‐04)  that  asks  the  supplier  to  fill  in  basic 
information  about  the products  they  are  supplying  as well  as  key  information  about  species  and 
origin of the material/products supplied to us as well as any certification or verification. If suppliers 
are reluctant to fill out the questionnaire and provide the additional information we will use it as the 
basis for our information and evidence gathering. 

7.2 Recording and analyzing supply chain data 
In  the  document  Supplier  and  product  management  spreadsheet  (AITDD‐03)  data  about  our 
suppliers and products  is  to be  recorded. The  template contains  instructions as  to  the data  to be 
collected. Once it has been filled in with information about suppliers, this information can be used in 
the risk assessment process. It is therefore important that the information is filled in as completely 
and accurately as possible.  

NOTE: Missing information about the supply chain indicates a risk and requires mitigation 
measures to be implemented to reduce this risk. 

7.2.1 Update and revision of data 

Data on suppliers and supply chain shall be updated at least annually or whenever changes are made 
to the supply chains.  

                                       
1 The list of regulated timber products are defined in Schedule 1 of the Illegal Logging Prohibition Regulation 2013 
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NOTE: The system shall not function as back‐tracking of products already supplied to us. The 
information about sources, suppliers and products/material shall always be current and updated 
before timber products are imported. 

The  [ENTER NAME OF POSITION]  is  responsible  for  ensuring  that  the  supply  chain  information  is 
collected from all relevant entities and kept up to date. 

7.2.2 Evaluate gaps in information 

Supplier  information  shall  be  reviewed  prior  to  undertaking  the  risk  assessment  process.  Any 
information  missing  from  the  table  should  be  evaluated  and  considered  to  be  a  gap  in  the 
information available.  

8 Risk	Assessment	
The risk assessment is carried out based on the information gathered and supplier and sub‐supplier 
information on the origin, species and supply chain of the timber product. 

The risk assessment is carried out for all material that is included in products that are to be imported 
into Australia AND covered by the scope of the Regulation. 

The risk assessment process includes review of the products, the species used, their source and the 
supply chain complexity  in assessing whether or not the risk of  illegal timber being sourced can be 
designated as low or not. 

The risk assessment process in Due Diligence System Guide (AITDD‐01) will be utilised to assess risk. 

8.1 Use of Certified and Verified Material 
An  important  factor  in mitigating  risks of  illegal harvesting of  timber products  is  the status of  the 
timber product as certified or verified against a credible certification or legality verification standard. 
There are a number of different  certification  standards  currently being  implemented globally and 
many of these provide some level of verification of legal harvesting as well as provide the ability to 
access information about the country, region or area of harvest of the material.  

We  require  that  the certification/verification  system we use provides a high  level of assurance of 
legal harvesting.  

Before we accept any material as certified or verified we shall assure that for the product we source 
the  supplier holds a  valid and active  certificate  issued by  the  relevant  certification or  verification 
system. 

If the certification or verification in questions meets all requirements and no gaps are identified we 
will assume that the risk of illegality is adequately mitigated. 

IMPORTANT:  if gaps are  identified between the specific certification or verification standard and 
the Regulation  requirements,  the material/products  shall undergo a  risk assessment  concerning 
the areas that was found to constitute gaps. 

8.2 Using the Risk Assessment Checklist 
The  risk  assessment  checklist  is  a  tool  designed  in  order  to  ensure  that  risks  are  systematically 
assessed  and  evaluated  for  each  of  our  products  imported,  or  proposed  to  be  imported,  into 
Australia. 

The  “Risk  assessment  checklist”  follows  the  principal  requirements  for  evaluating  risks  that  is 
outlined in the Regulation as regards the differentiation between different types of risks: 

− 151 −



 

10 

1. Risks originating  from  the  source or harvest origin:  the  risk originating  from  the country, 
region  or  FHU  or  area  of  harvest  is  the  risk  that  the  timber  has  been  harvested  in 
contravention of  relevant  legislation. Currently  there  is no worldwide agreed guidance on 
how  to assess  risks  to a national or  regional  level. Therefore  [COMPANY NAME] uses  the 
website www.globalforestregistry.org  to  identify  countries with non‐low  risk. Any  country 
with “unspecified risk” of  illegal  logging will be considered to have non‐low risk, unless the 
supply chain and product is covered by a sufficient certification or verification. 
 

2. Risk originating from specific species: some species carry more risk of being illegally logged 
than  others.  This  differentiation  in  risk  for  species may  depend  on  the  value,  scarcity  or 
demand for this particular species. During the risk scoring it is evaluated whether the species 
in questions  are  known  to have been  subject  to  illegal harvesting or  trade. Naturally  the 
country, region or area of origin also plays an  important role  in the  level of risk for specific 
species;  i.e. one species may be subject to illegal harvest in one country or area, but not in 
another. 
 

3. Risk from armed conflict in the area of harvest: armed conflicts in an area can increase risk 
of illegal logging – especially of higher value species. 
 

4. Risk originating  from  complexity of product:  risks  in  the product may originate  from  two 
points: (1) complexity of the supply chain and (2) complexity of the product. Very complex 
supply  chains  may  increase  the  risk  that  material  of  illegal  origin  is  mixed  with  legal 
production. Complex supply chains make it difficult to access relevant information about the 
material and  its origin and while that may not be a risk of illegality it will make it harder to 
assess  risks and perhaps  to  identify  the  source of material. The  same  is basically  true  for 
component  products  that may  be  produced  from material  from  a  number  of  sources,  a 
number  of  species  and  several  separate  and  unrelated  supply  chains.  This  naturally  also 
increases  the  risk  that  illegal material can be mixed  into  the production as well as making 
access to information hard or impossible.  
 

5. Any other information risks: Risks may arise when other information, such as public reports 
or court cases, indicating that the product is made from or includes illegally logged timber or 
the supplier proposing to supply the products deals  in  illegally  logged  timber. Additionally, 
no certification or verification system is foolproof and forgeries of documents is common in 
some areas. 
 

These categories all contribute to the risk a specific material or product carries, and therefore we are 
using these as categories for risk scoring in our system. 

The  conclusion  under  each  category  is  carried  out  for  each  risk  sub‐type  that  is  included  in  the 
checklist. Each sub‐type  is classified as having a  low or non‐low  risk. The checklist  follow a  logical 
path that will provide a conclusion about the level of information available and the risks identified as 
either low or non‐low. 

For any product that is identified as having a risk rating as “Non‐low”, risk mitigation actions shall be 
planned and implemented. 

9 	Risk	Mitigation		
The process of mitigating risks builds on the result of the risk assessment. Any risks that have been 
identified as not being low during the risk assessment shall be mitigated according to the following 
procedures. 
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The  different  steps  for  risk  mitigation  will  be  outlined  in  a  Risk  Mitigation  Action  Plan,  which 
describes the different actions to be taken to mitigate any identified risks.  

The general risk mitigation strategy contains the following options for risk mitigation: 

1. requesting additional information or/and documents;  
2. self‐conducted (first party) audit of the supply chain; 
3. third party verification; and 
4. replacing non‐low risk suppliers and/or products. 

It should be emphasized that the measures taken to mitigate risks depends on the type and severity 
of the risk identified during the risk assessment process as well as available options for replacement 
of  the  product,  and  third  party  verification.  The  following  options  for  risk mitigation  actions  are 
therefore  a  description  of  a  full  range  of  options.  One  or more  of  these  may  be  selected  for 
implementation. 

The Risk Mitigation Plan will outline the actual course of action taken to mitigate risks. 

9.1 Development of a Risk Mitigation Plan 
In  all  cases where  risks  have  been  identified  to  be  non‐low  risk  a  Risk Mitigation  Plan  shall  be 
developed.  

The Risk Mitigation Plan shall be used to develop a plan for how and when the identified risk shall be 
mitigated.  The  Risk Mitigation  Plan  shall  be  developed  by  [ENTER  THE  TITLE  OF  THE  RELEVANT 
POSITION] and shall be approved by management.   

The Risk Mitigation Plan and its implementation shall be reviewed regularly by the management and 
shall contain the following minimum requirements: 

1. List of all identified risks for each relevant product. 
2. Action  to  be  taken  to mitigate  all  applicable  risks.  This  shall  include  a  description  of  the 

relevant steps that we will take to mitigate the specific risk identified. 
3. Timeline for when the mitigation action shall be completed 
4. Identification of staff’s position(s) responsible for the mitigating actions. 
5. Current status of the mitigation (updated on a regular basis) 
6. Additional comments or follow‐up required. 

The Risk Mitigation Plan document is used to record and keep track of risk mitigation activities. 

IMPORTANT: Where risks are found that cannot be mitigated by any measures, we shall terminate 
sourcing this particular material or product. 

IMPORTANT: Collection of additional information is always the first mitigating measure. Where risks 
identified  to be non‐low  cannot be  reduced  through  collection of additional  information we  shall 
carry out additional mitigating measures as described in 9.3, 9.4 or 9.5. 

9.2 Collection of Additional Information 
The  initial mitigating measure  is to request and collect additional  information about  the source or 
supply of specific products based on the identified gaps in knowledge or identified risks in the supply 
chain.  Collecting  additional  information  may  provide  the  required  level  of  assurance  that  the 
relevant legal requirements are met and the risks can be considered as low.  

If collecting additional information can NOT provide such assurance, we will initiate additional steps 
in assuring that the risks are mitigated. 

We implement the following procedure for requesting and securing additional information that may 
provide the necessary information to ensure that the material/product is of legal origin. 

− 153 −



 

12 

A  key  to  assuring  access  to  relevant  information  about  the  supply  chains  and  sources  of wood 
products  is  to  maintain  an  up‐to‐date  overview  of  our  supply  chain  that  supplies  timber.  This 
overview is created by recording information collected from suppliers (and sub‐suppliers) about the 
complete supply chains of individual products  

9.2.1 Supply Chain Information 

Detailed supply chain information is collected via requests to suppliers to identify the supply chains 
of the products purchased from them. 

To collect supply chain information we are using the Supply Chain Information Form. 

Changes  to  supply  chains  shall  be  updated  in  the  supply  chain  overview  document  as  soon  as 
possible after changes are made. 

9.3 Self‐Conducted Supplier Verification  
Where  non‐low  risks  has  been  identified  that  cannot  be  mitigated  by  gathering  additional 
information alone we shall initiate other mitigating measures. One option is to carry out verification 
of the supply/product in question using our supplier verification procedures.   

9.4 Third Party Legality Verification 
In cases where risks have been identified as non‐low and we have decided that we will not carry out 
a self‐conducted verification audit we shall require a qualified third party to carry out the verification 
in our place. 

Before a verification organisation is chosen it shall be established that the standards and procedures 
implemented  by  this  organisation  give  a  high  level  of  assurance  of  legal  origin.  (High  levels  of 
assurance are given  for Asia‐Pacific  schemes by URS Australia. Proforest have also undertaken an 
assessment of third party schemes to meet the EUTR which is a similar regulation to the EUTR. 

9.5 Replacement of Non‐low Risk Suppliers/Products 
In cases where suppliers or products have been  identified to  include a non‐low risk that cannot be 
reduced by any of the above mentioned measures (or other possible options that may be used) the 
specific supplier or product shall be replaced by one that can be confirmed to have a low risk or one 
where all risks can be mitigated. 
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Annex	1:	Terms	and	Definitions	
Country of harvest: the country where the timber or the timber embedded  in the timber products 
was harvested.  

Due  diligence  system  (DDS):  a  series  of  contextual  risk management  procedures  that  importers 
undertake to minimise the risk of importing illegally harvested timber or timber products containing 
illegally harvested timber, into Australia. The three key elements of the due diligence system are: 

 Information: The  importer gathers  information describing the  timber and timber products, 
country of harvest, species, quantity, details of the supplier and information on compliance 
with national legislation. 

 Risk  assessment  and  identification:  The  importer  assesses  the  risk  of  illegally  harvested 
timber  in  his  supply  chain,  based  on  the  information  identified  above  and  taking  into 
account factors set out in the ILP Regulation. 

 Risk mitigation: When the assessment shows that there is anything greater than a low risk of 
illegally  harvested  timber  in  the  supply  chain  a  series  of  steps  undertaken  to minimise 
likelihood of importing illegally harvested timber products. 

Illegally harvested: means harvested in contravention of legislation in the country of harvest. 

Legally harvested: harvested in accordance with the legislation in the country of harvest.  

Low  risk means a  risk  that  is  justifiable as  small as a  result of  the assessment against all  the  risk 
assessment factors of the ILP Regulation. 

Importer: the beneficial owner of the regulated timber product at the time of their arrival within the 
limits of the port or airport in Australia at which they have landed;  

Owner:  in  respect  of  a  regulated  timber  product  includes  any  person  (other  than  an  officer  of 
Customs) being or holding himself or herself out  to be  the owner,  importer, exporter,  consignee, 
agent, or person possessed of, or beneficially  interested  in, or having any control of, or power of 
disposition over the regulated timber product. 

Risk assessment: a process  to evaluate  the  risk of  illegally harvested  timber being  included  in  the 
importers supply chain. During the risk assessment the  importer shall consider various  information 
sources  and  evaluate  their  content.  The  risk  assessment process  should have  a  result where  the 
importer identifies the risk level as “low” or not low. 

Risk  assessment  factors:  the  issues  in  Section 13 of  the  ILP Regulation which  the  importer must 
consider to identify a risk level for a regulated timber product. The factors are the following: 

1. the prevalence of illegal logging in general in the area in which the timber in the 
product is harvested; 

2. the prevalence of illegal harvesting in the area of the species of tree from which the 
timber in the product is derived; 

3. armed conflict in that area; 
4. the complexity of the product; 
5. any other information the importer knows, or ought reasonably to know, that may 

indicate whether the product is, is made from, or includes, illegally logged timber. 

Risk mitigation: a set of measures and procedures that are adequate and proportionate to minimise 
effectively  that  risk and which may  include  requiring additional  information or documents and/or 
requiring third party verification. 
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Regulated timber products: the timber and timber products set out in Schedule 1 of the Regulation, 
with the exception of recycled timber products. 

Timber  Legality  Framework:  a  timber  legality  assurance  system  recognised  by  the  Australian 
Government and included in Schedule 2 of the Regulation. With regard to the Regulation compliance 
with  the  standards  and/or  requirements  of  a  timber  legality  framework,  provided  compliance 
documentation  is  assessed  as  being  accurate  and  reliable,  is  deemed  to  give  a  high  degree  of 
assurance that the regulated timber product is of no or low risk of having been illegally harvested. 

Country  Specific  Guideline:  guideline  provided  by  the  Australian  Government  and  included  in 
Schedule 2 of the Regulation. With regard to the Regulation if the importer is able to provide for the 
regulated timber with the appropriate evidence cited in the country specific guidance, provided this 
evidence is assessed as being accurate and reliable, it is deemed to give a high degree of assurance 
that the regulated timber product is of no or low risk of having been illegally harvested. 
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Annex	2:	FAQs	template	for	customers	
 

 

 

 

 

WARNING! 
THIS TEMPLATE NEEDS TO BE EDITED AS APPROPRIATE FOR 

YOUR BUSINESS 
 

Comments and advice for use are in red type 
 

Version: 23/08/2013 
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FAQs	for	timber	merchants	on	the	Australian	Illegal	
Logging	Prohibition	Legislation	

	
What	is	the	Australian	Illegal	Logging	Prohibition	Legislation?	
The  legislation  is  comprised of  the  Illegal  Logging Prohibition Act 2012  (the Act)  and  the 
Illegal Logging Prohibition Amendment Regulation 2013 (the Regulation). These laws include 
two main elements for Australian importers as well as Australian processors of raw logs: 

Australian Importers 
 An overarching prohibition on importing illegally harvested timber and timber 

products made from illegally logged timber. 
 A requirement for importers of 'regulated timber products' (including sawn 

timber, plywood, veneer, pulp, paper, wood furniture and many other timber 
and paper based products) to implement a due diligence system to minimise the 
risk of imported illegally logged timber.  

 
Australian processors 

 An overarching prohibition on processing illegally harvested logs. 
 A requirement for domestic processors of Australian logs (e.g.  sawmillers) to 

implement a due diligence system to minimise the risk of cutting illegally 
harvested logs. 
 

What	does	illegally	logged	actually	mean?	
Illegally logged timber is defined in the Act as "timber harvested in contravention of laws in 
force in the place where the timber was harvested." 

 

What	 is	 your	 company’s	 formal	 position	 on	 purchasing	 illegally	 logged	
timber	and	timber	products?	
Or formal position is: 

[INSERT YOUR POLICY OR STATEMENT HERE] 

 

What	does	this	mean	for	my	business?	
Persons or companies that are not the direct  importers of timber or paper based products 
or who  don’t  process  raw  logs  such  as  timber merchants  and  subsequent  purchasers  of 
these products do not have to do anything under these laws.  

Australian  timber merchants,  retailers  and  their  customers  are  also  not  exposed  to  any 
penalties under these laws. 

This is in contrast to similar laws in the European Union and the Unites States where these 
groups do come within the scope of their laws. 

[Keep this section short] 
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What	products	does	the	ILP	Legislation	affect?	
The Act (and the overall prohibition element) covers all timber and timber‐based products 
imported into Australia as well as all raw logs harvested and processed in Australia. 

The Regulation lists the regulated timber products (for which importers must undertake due 
diligence)  and  it  is more  restricted.  It  includes  sawn  timber,  plywood,  veneer,  pulp  and 
paper products as well as most timber furniture.  It doesn’t  include wood products such as 
wood  venetian  blinds, wood  packaging  to  carry  goods, wood  chopping  boards,  bamboo 
products,  fibre  cement, wood plastic  composites and many other wood‐based  items. The 
regulated timber products are  identified by tariff code classification numbers. More details 
are provided  in  the Regulation  and  INDUSTRY  INFORMATION: Regulated  Timber Products 
available at www.timberduediligence.com.au  

 

When	does	the	legislation	take	effect?	
The prohibition has been in force since 29th November 2012. The requirement to have a due 
diligence  system  if  importing  certain  timber  and  timber  products  or  processing  raw  logs 
enters  into  force  on  30th  November  2014.  On  this  day we will  also  have  to  declare  to 
Australian  Customs  that  we  have  undertaken  due  diligence  on  our  imported  products 
before we import them. 

[While the first date  is set  in stone the second date may need updating before you send  it 
out depending on decisions by next Australian Government in late 2013/2014] 

 

Who	enforces	the	ILP	legislation?	
The  Act  and  Regulation  will  be  enforced  by  separate  sections  of  the  Australian 
Government’s  Department  of  Agriculture.  After  30th  November  2014  this  will  include 
requests,  and  in  some  circumstances  targeted  and  random  spot  checks  at  importers 
premises to ensure that the declarations made at the point of importation were correct and 
check that robust due diligence systems are  in place. No enforcement will occur at timber 
merchants unless they also involved in directly importing any regulated timber products. 

[You may want to leave this paragraph out if you think it may unduly worry your customers] 

 

Does	it	mean	we	have	to	buy	certified	timber	products?	
No. Certification to the sustainable forest management schemes of FSC (Forest Stewardship 
Council) or any system mutually endorsed by PEFC (such as Australian Forestry Standard) is 
not a requirement of this legislation. However our company may be using these certification 
schemes and other credible legality assurance systems to assure ourselves of the legality of 
the timber and timber products goods we purchase.  If you see some market advantage  in 
letting your customers know about these certifications or  legality verifications  let us know 
about what claims you can make. 

[Important  to  let merchants  know  they  don’t  need  chain  of  custody  certification  or  the 
associated expense. Retailers may see some benefit  in promoting  it but should be careful 
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they  don’t  mislead  their  customers.  If  you  are  FSC  and/or  PEFC/AFS  chain  of  custody 
certified you may want to emphasis this] 

 

Are	my	orders	going	to	be	delayed	by	Customs?	
No. Except under extreme  circumstances and  categorical evidence  that  the  timber  in  the 
products has been illegally harvested. 

[Important to let reassure merchants their orders won’t be delayed] 

 

Is	there	a	risk	you	are	selling	us	illegally	logged	timber	product?	
[It  is not  advisable  to  say  that  there  is  zero or no  risk of  selling  them  illegally harvested 
timber or timber products as the scope of laws related to harvesting timber in each country 
are very dynamic and there are no sure things  in  life. Basically you need to say something 
like we are doing everything we can to keep illegally logged timber out of your supply chain. 
A couple of suggested paragraphs are given below] 

[Include this paragraph below about your current practices if it is true] 

Long before this legislation was introduced we have been working hard to fully understand 
our supply chain to assure ourselves that what we purchase and sell to you  is not  illegally 
harvested. Our reputation and standing  in the trade  is  important to us and we assure you 
that we do everything we can  to ensure what we purchase and sell  to you  is not  illegally 
harvested. 

[Include this paragraph below about your current and future practices if it is true] 

Our company will be undertaking the required due diligence on all our purchases to assure 
ourselves that what we purchase and sell to you is not illegally harvested.  

We are confident  that  there  is minimal  risk  to you  that you are  currently purchasing any 
products  that  have  been  illegally  harvested.  Implementation  of  a  formal  due  diligence 
system by the commencement date  (30th November 2014), as required by the Regulation, 
will only reinforce our confidence. 

[Suggest  listing  specific measures  your  company  is  undertaking  as  part  of  your  current 
purchasing here. Also use some examples if you can] 

 

What	are	the	penalties	for	importing	illegally	logged	timber?	
Penalties  for  importing  illegally  logged  timber  are  very  substantial  and  include  criminal 
penalties of up  to 5 years  jail and/or  fines up  to $85,000  for  individuals and $425,000  for 
corporations and  forfeiture of goods. There are also  substantial  fines  for not undertaking 
due diligence. As reputable importers/domestic processors [delete one] we don’t want to go 
to jail or cop these fines so we will do our utmost to comply with the legislation. 
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Is	illegal	logging	a	big	problem?	
In some areas of  the world  illegal  logging has been a big problem. While  incidences have 
reduced significantly in the last decade as Governments better enforce their laws it still is a 
problem in some areas. 

While many  timber products Australians consume are made  in Australia  (over 75% of our 
structural  timber  needs  for  example)  a  large  proportion  of  some  products  are  imported. 
Much of the timber imported into Australia is from countries such as New Zealand, Western 
Europe and North America where  illegal  logging  is  insignificant. While estimates are  very 
rubbery  it  is  estimated  that  at  least  91%  of  Australia’s  timber  imports  are  from  legally 
harvested sources. 

Despite these facts some timber products are made from timber harvested  in areas where 
the  legality of harvest  is not known. These Australian  laws have been  introduced to weed 
out  products  from  these  areas  unless  importers  can  be  sure  they  have  been  legally 
harvested. The  laws also support efforts by  importers doing the right thing as well as help 
government, industry and local communities in producer countries stamp out illegal logging 
in their countries. 

[Illegal logging is actually a problem with in some areas of the world. While it is often blown 
out of proportion putting it in context and in a positive way is important so your customers 
don’t get turned off buying/selling timber products.  It’s also good to communicate so they 
can tell their customers (e.g. builders, DIY) if queried.] 

 

Why	address	illegal	logging?	
Products made from  illegally harvested timber undercut the prices of products made from 
timber  harvested  in well  regulated  forests.  Illegal  logging  also  deprives  communities  and 
governments from the economic benefits, namely royalties and taxes, of using their forest 
resource.  Often  carried  out  by  sophisticated  criminal  networks  illegal  logging may  also 
contribute  to  environmental  degradation  and  impede  social  development  in  countries 
where it is prevalent. 

[Illegal logging undercuts the prices importers (and merchants) can get for some products.]  

 

Why	do	these	laws	also	apply	to	Australian	timber?	
Australia  has  very  good  laws  in  place  and  these  laws  are  very  well  enforced  by  the 
authorities. As a result instances of illegal logging in Australia are negligible. However, under 
World  Trade Organisation  rules we  cannot  discriminate  against  imports,  therefore  these 
requirements  apply  equally  to  Australian  processors  and  timber  products  from  all  our 
trading partners. 

[Application of  these  laws  to Australian  timber  industry  is  really  just a  formality  to satisfy 
trade rules between countries] 
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Where	can	I	find	more	information?	
Most  of  the  information  available  is  for  those  directly  affected  by  the  legislation  (i.e. 
importers  and  Australian  domestic  processors).  These  two  websites  provide  additional 
information for these groups: 

Australian industry due diligence information www.timberduediligence.com.au    

Department of Agriculture www.daff.gov.au/illegallogging    

[Suggest providing a link to the appropriate part of your company website here to.  You can 
also provide  links  to other websites but  just be  cautious and make  sure  you  support  the 
content on these websites before you do so] 
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• 無垢材・フロア材・合板・パルプ・紙など広範囲
の木材製品を含む 

• 対象製品のリストは実施状況に合わせ改訂され
る 

• EU加盟国が原産国となる製品にも適用 
• 対象外：再生材・ラタン・竹・印刷物 

 
• FLEGT材・CITES材はDDの対象外 

Deep Green  
Consulting 
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対象製品リスト 
- 4401 Fuel wood, in logs, in billets, in twigs, in faggots or in similar forms; wood in chips or particles; sawdust and wood 
waste and scrap, whether or not agglomerated in logs, briquettes, pellets or similar forms 
- 4403 Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared 
- 4406 Railway or tramway sleepers (cross-ties) of wood 
- 4407 Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness 
exceeding 6 mm 
- 4408 Sheets for veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for other similar laminated 
wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end-jointed, of a 
thickness not exceeding 6 mm 
- 4409 Wood (including strips and friezes for parquet flooring, not assembled) continuously shaped (tongued, grooved, 
rebated, chamfered, V-jointed, beaded, moulded, rounded or the like) along any of its edges, ends or faces, whether or not 
planed, sanded or end-jointed 
- 4410 Particle board, oriented strand board (OSB) and similar board (for example, waferboard) of wood or other ligneous 
materials, whether or not agglomerated with resins or other organic binding substances 
- 4411 Fibreboard of wood or other ligneous materials, whether or not bonded with resins or other organic substances 
- 4412 Plywood, veneered panels and similar laminated wood 
- 44130000 Densified wood, in blocks, plates, strips or profile shapes 
- 441400 Wooden frames for paintings, photographs, mirrors or similar objects 
- 4415 Packing cases, boxes, crates, drums and similar packings, of wood; cable-drums of wood; pallets, box pallets and 
other load boards, of wood; pallet collars of wood 
(Not packing material used exclusively as packing material to support, protect or carry another product placed on the 
market.) 
- 44160000 Casks, barrels, vats, tubs and other coopers’ products and parts thereof, of wood, including staves  
- 4418 Builders’ joinery and carpentry of wood, including cellular wood panels, assembled flooring panels, shingles and 
shakes 
- Pulp and paper of Chapters 47 and 48 of the Combined Nomenclature, with the exception of bamboo-based and 
recovered (waste and scrap) products 
- 940330, 940340, 94035000, 940360 and 94039030 Wooden furniture 
- 94060020 Prefabricated buildings 
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自らの取引する木材製品が違法材でないことを
確実にするためにあらゆる方法を駆使して調査
確認をする義務 
 
3つのステップ 
 

Deep Green  
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基本情報： 
• 製品の商標・種類、樹種（一般名・学名） 
• 伐採国または（i）伐採地域（ii）伐採許可書内容 
•  数量（体積、重量または単位数） 
•  サプライヤー情報（名称・住所） 
•  売り先の業者の情報（名称・住所） 
• 適用法遵守を示す文書など 

22 
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違法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 

23 
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• 適用法の遵守 
• 樹種の違法リスク 
• 伐採国・伐採地域の違法リスク 
• 木材および木材製品のサプライチェーンの複雑
さ 
 

• 国連安全保障理事会またはEU理事会が木材の
輸出入に対して課した制裁の有無 
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「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。」 

29 
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• 登録監督団体がDDの実施をモニタリング 
• 事業者と利害関係のない独立第三者 
• これら団体はDDツールを提供 
• 法的責任はあくまで事業者に 
• 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） 

• 加盟国政府による検査（立ち入り検査含む）・罰則規
定 
 

30 
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「海外植林におけるナショナルリスクアセスメント手法の開発に関する検討委員会」議事録 

 

平成２７年度 第１回検討委員会 

 

 

日 時：平成２７年７月２８日（火）１３：００～１４：３０ 

会 場：日本製紙連合会 Ａ会議室 

出席者(敬称略)： 

 

（委員長） 

ディープグリーンコンサルティング 代表 籾井  まり 

（委 員） 

Ｏ＆Ｃファイバートレーディング株式会社 取締役チップ部長 竹内  孝之 

日本製紙株式会社 原材料本部 本部長付部長 松本  哲生 

北越紀州製紙株式会社 海外資源部 部付課長 石田  裕之 

大王製紙株式会社 資源部 海外植林課 課長代理 飛田  真作 

三菱製紙株式会社 原材料部 林材グループ 上席主任 千葉  英記 

 

（オブザーバー） 

日本製紙連合会 原材料部 部長代理 前田  直史 

日本製紙連合会 原在料部 主任  片桐  航 

 

（アドバイザー） 

日本製紙連合会 常務理事 上河   潔 

 

（事務局） 

一般社団法人 海外産業植林センター 専務理事 大渕 弘行 

 

 

 

 

 

議事録

− 217 −



 

 

 

【事務局（大渕）】  それでは、皆様おそろいですので、始めさせていただきたいと思い

ます。今日はお暑い中、またお忙しい中ご出席くださいまして、大変ありがとうございま

す。ただいまより、第１回海外植林におけるナショナルリスクアセスメント手法の開発に

関する検討委員会を開催いたします。私は事務局を仰せつかりました、海外産業植林セン

ターの大渕です。どうかよろしくお願いいたします。 

（各出席者の紹介） 

 【事務局（大渕）】  事務局よりお願いがございます。本検討委員会は委員長がかじ取

りをすることになりますので、これから委員長を選出いたしたいと存じます。事務局のア

イデアとして、委員長としてディープグリーンコンサルティング代表の籾井まりさんを推

薦させていただきたいと存じます。 

 籾井さんは、イギリスのケント大学の大学院で環境法学、環境経営学を学ばれ、環境法

学の博士号を取得されました。２００２年から２００５年まで、ロンドンのEnvironmental 

Investigation Agencyに勤務されました。日本に帰国されて、２００７年よりＣＳＲコン

サルタントとして独立されまして、持続可能なサプライチェーンの管理の分野で、国内外

の政府機関、企業、研究所やＮＧＯにコンサルティングを提供されております。調査執筆、

講演・講義、持続可能なサプライチェーンの構築と実施等を主な業務とされております。

主な分野としては、木材調達、生物多様性、企業のＣＳＲなどを担当されております。環

境経営学会の幹事、それから環境経営学会サプライチェーンマネジメント研究会の事務局

長、跡見学園女子大学兼任講師もされております。私どもとのかかわりは、平成２４年度

と平成２５年度の「海外植林地における生物多様性配慮に関する調査・研究」では、検討

委員会委員を引き受けてくださり、昨年度の「海外植林におけるナショナルリスクアセス

メント手法の開発」では、報告書の執筆を担当してくださいました。 

 以上が籾井さんの経歴ですが、皆様いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【事務局（大渕）】  ありがとうございます。皆様ご了承くださいましたので、これから

の議事進行を籾井委員長にお願いしたいと思います。籾井さん、よろしくお願いします。 

【籾井委員長】  籾井です。この検討委員会の運営につきましては、皆様からのご指導

とご協力をいただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 まず、議事に入る前に、事務局より本日の資料の確認をお願いいたします。 
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【事務局（大渕）】  それでは、本日の配付資料の確認をさせていただきます。お手元に

なければ、その旨おっしゃってください。まず資料１として、２０１５年度海外産業植林

センター委託調査の実施について、それから資料２として、これは既にお持ちの方にはお

配りしていませんけれども、平成２６年度海外植林におけるナショナルリスクアセスメン

ト手法の開発の報告書、緑色の本がお手元にあると思います。それから資料３としまして、

ＪＯＰＰセミナーのときの上の報告書の発表資料でございます。それから資料４として、

自由民主党・林政小委員会の資料でございます。それから資料５として、違法伐採対策の

一層の強化に向けた中間取りまとめ、これは一枚物でございます。それから資料６が、日

本製紙連合会の違法伐採対策です。資料７が、上河常務理事の製紙業界の違法伐採対策で

す。それから一番最後が資料８、ＮＥＰＣｏｎのリーガルソース、ＤＤガイドライン仮訳。

ＤＤというのはデュー・ディリジェンスの省略でございます。以上、８つの資料ですけれ

ども、皆様、お手元にございますか。問題ないですね。 

 それでは委員長にお返しします。 

【籾井委員長】  それでは議事次第に沿って進行したいと思います。本日の議題は、２

つございます。議題１が「２０１４年度ＮＲＡ手法の収集・分析について」とありますが、

ＮＲＡというのはナショナルリスクアセスメントです。これに関する資料は、先ほど大渕

さんのほうからご確認いただきました資料２と、資料３になります。議題の２番目でござ

いますが、「海外植林を行う日本の製紙企業のためのナショナルリスクアセスメント手法

の開発について」です。こちらは、残りの資料４、５、６、７、８となっております。 

 議題に入ります前に、上河常務に今回の調査の趣旨と目的についてご説明いただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

【上河アドバイザー】  それでは資料１をごらんいただきたいと思います。日本製紙連

合会は、会員企業の海外植林の推進に資するために、毎年、海外産業植林センターに各種

調査をお願いしていまして、２０１５年についても２つの調査を現在お願いしています。

その一つが、今日、議題となります「海外植林におけるナショナルリスクアセスメント手

法の開発」ということでございまして、これは昨年、既に１年、調査を行いまして、本年

度は引き続き継続で行うということになっています。 

 それで海外植林におけるナショナルリスクアセスメントなんですけれども、これはよく

ご存じのとおり、違法伐採対策ということが非常に喫緊の課題になっているわけなんです

けれども、現在、日本においては、グリーン購入法によって、違法伐採、合法性を確認し
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なければならないとなっています。 

 そのための対応ということで、製紙業界のほうでは、当初から違法伐採対策のモニタリ

ング事業をはじめとして、各製紙会社がそれぞれ取り組んできているわけですけれども、

さらに最近では、森林認証、ＦＳＣ、ＰＥＦＣをはじめとして、森林認証の対応というの

も非常に大きな課題になってきています。その中で、認証材だけではなくて、コントロー

ルウッドと言われるものについても、各社、対応しているわけですけれども、その中でも

いろいろとデュー・ディリジェンスのようなことが行われてきているようになってきてい

ます。 

 それから、さらに最近では、昨年もいろいろと調査したわけですけれども、アメリカ、

ＥＵ、それからオーストラリアにおいて、法規制が最近次々と実施されるようになってき

ています。これは日本の対応とは違って、政府調達だけでなくて、全てのものについて合

法性をきちんと確認しなければならないということで、その中ではデュー・ディリジェン

スを行わなければならないということが決められております。 

 そういった状況の中で、日本の製紙企業としてこういったことにどう対応するかという

ことで、昨年度、いろいろと現在の森林認証なり、それから海外の違法伐採対策の規制法

律の概要について調査を行いました。今年はそれを踏まえた上で、今後、日本の製紙業界

としてこういうものにどう対応していけばいいかということを検討したいということが、

今年の調査の目標になっております。 

 今申し上げたように、日本の国内での違法伐採対策、それから森林認証におけるデュー・

ディリジェンス、それからさらには欧米諸国での違法伐採の規制法に対するデュー・ディ

リジェンスと、そういう意味で３つの段階それぞれに製紙会社は対応しなければいけない

わけですけれども、個々にいろいろと対応しているということになりますと、非常に手間

もかかりますし、余計なコストもかかるということもあります。できればこの３つのもの

について全てに対応できて、なおかつ無駄のない対応はどうしたらいいかということにつ

いてのマニュアルづくりをぜひ行いたいと思っています。 

 そういう意味では、当初この調査を始めるに当たっては、ナショナルリスクアセスメン

トということでスタートしたわけですけれども、実際上は、これまでも何回も申し上げて

いるようにデュー・ディリジェンス、これをどうやっていけばいいか。そのための製紙会

社としての手法をきちっと確立したい。これまでも製紙会社はかなり細かい違法伐採対策

をいっぱいやってきていますが、ただ、それが果たして森林認証なり、それから欧米の法
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律にきちんと対応できるかどうかということについて、その辺のきちんとした整理という

のはまだ十分できていないところがありますので、今年１年間かけてその辺をきちんと整

理をした上で、できれば今回つくり上げるマニュアルというものが、そういう森林認証だ

けではなくて、欧米の規制においてもきちんとクリアできるものになればいいと考えてい

ます。 

 さらには、現在、日本においても、従来はグリーン購入法だけだったわけですけれども、、

後ほどご説明しますが、自民党において、違法伐採対策のための法律の検討が始まってい

ます。既に中間報告取りまとめが行われて、おそらく今年中には法律の概要が出てくるん

じゃないかなと思っています。これはＥＵとか、それからアメリカの規制に見合った形の

ものにしたいということで、現在、検討が進められています。そのような意味において、

今回の検討は時宜を得ていると言うか、非常にいいタイミングでして、日本のこれからつ

くられようとする法律とも、よく整合性をつける形で進めていきたいと思っておりますの

で、ご検討よろしくお願いします。 

 以上です。 

【籾井委員長】  ありがとうございます。では、ただいまの上河常務のご説明に対して、

何かご意見ですとかご質問ございましたら、お願いいたします。 

【松本委員】  最終的な成果として、製紙連合会スタンダードみたいなものを作り上げ

るイメージでしょうか。 

【上河アドバイザー】  そうですね。イメージとしては、そういうものを考えておりま

す。これまでも違法伐採対策をずっとやってきたんですけれども、要するに出発が製紙各

社の自主的な取り組みということでスタートしていますので、製紙会社ごとに取り組み方

が違うというか、細かいところを見るとかなり違っています。いろいろとばらつきもあっ

たりして、モニタリング事業をやる中で、だんだんそういう差異は減ってはきていますが、

まだ少し違いがあるということで、せっかくであれば、ここで１回整理をして、製紙業界

の一つの基本形みたいなものが必要ではないかと思っています。もちろんプラスアルファ

をやるのは自由ですけれども、そういう形のものをつくっておけばいいのではないかと。

できれば、つくり上げたものを、ＥＵとか欧米の諸国においても、しっかり対応したもの

であると認識されるようなものを今回つくり上げたいと考えています。 

【松本委員】  わかりました。 

【籾井委員長】  ほかにございませんか。 
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 それでは引き続き、議題１に関しての資料３について、私のほうから説明させていただ

きます。大渕さんからご説明いただいたとおり、これは平成２６年度、この間の６月です

けれども、６月５日にＪＯＰＰセミナーで発表した資料です。中身としましては、皆さん

お手元にあります緑の冊子、報告書、こちらをわかりやすくまとめたものです。こちらの

ほう、一般の方のご参加もかなりありましたので、内容が簡単なところから始まっており

ますが、説明をさせていただきます。 

 では資料３、内容としましては、この報告書の順番に従いまして、まず違法伐採とは何

かということ、そして今、上河さんのほうからご説明いただいた欧米政府による規制、ど

ういったものがあるかという内容です。その中でも一番日本としておそらく参考にするだ

ろうと思われるＥＵ木材法、こちらを重点的に説明しておりまして、あとは認証制度の動

きですとか、そのほかＮＧＯのツールなどを紹介しております。 

 では早速、スライドの、ちょっと文字が小さいですが、右端のほうに番号が打ってあり

ます。スライド４番、「違法伐採背景」というところを少しだけ説明いたします。 

 もう皆さんご存じかと思いますが、違法伐採というのは、もう何十年も問題だと指摘を

されてきておりますが、今でも非常に横行しておりまして、世界銀行の報告書には、２秒

ごとにサッカー場の大きさの森林が違法に皆伐採されているという推定がございます。あ

とはこれは組織化している巨大ビジネスでして、１００億ドル、１５０億ドルにも上ると

推定されております。 

 スライド５番ですが、２０００年代初頭の伐採の半分が違法の可能性があるといった指

摘がありまして、２００４年には、例えば世界市場で熱帯材・用材・合板の半分が違法材

に由来するのではないかという調査結果があります。あとは日本に関して最近、これは私

が執筆を担当した調査報告書ですが、輸入量の全体の１２％ぐらいは違法なリスクが高い

可能性があるといったように、違法伐採が止まらないということで、これを何とかしなけ

ればいけないということで、各国政府、ずっと努力してきたという背景があるんですが、

違法伐採の難しいところといいますのがその次のスライドになります。皆さんご存じのよ

うに、森林条約というものがありませんので、国際的な合意された定義というのが存在し

ないということで、これが違法伐採であるというのが、各国それぞれ、少しずつ定義が違

っているという問題点があります。 

 でも、基本は伐採国の森林に関する法律への違反だろうというのが、狭義の定義となり

ますが、現在、アメリカですとかヨーロッパで出てきている規制というのは、もっとその
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範囲を広く捉えておりまして、そちらの図を見ていただきますとわかりますが、森林から、

ずっと工場ですとかいろいろなところを通って、最終的に例えば日本にやって来る場合、

どの地点かで違法な行為があった場合、例えば税金を払わなかっただとか、許可書が本物

ではなかっただとか、いろいろありますが、どの地点で違法行為があっても、その木材は

違法木材とみなすというのが、今の欧米政府の解釈となってきています。 

 違法伐採がなぜ問題なのかというのは、もうこれは言うまでもございませんが、スライ

ド７番目です。例えばこれは地球温暖化の問題であると。あるいは生物多様性の損失であ

ると。この２つはもちろん関連しておりまして、環境問題というのを考える上で、森林保

全というのは世界的に見て非常に重要な項目であるという認識です。もう一つ、次のスラ

イドですが、社会的な影響というのが近年非常に注目されてきている部分でして、これは

皆さんもよくご存じのことと思います。違法伐採にかかわる側の社会的な問題としては、

主に途上国ですが、汚職だとか賄賂、こういったものが横行していると。あるいは、そう

いうものを取り締まるガバナンスというのが脆弱であると。そして国際的な組織的な犯罪

によってこの違法伐採というのが行われていて、違法木材がやりとりされていると。そう

いう違法伐採にかかわっている側の問題点があります。それから、違法伐採の影響を受け

る人たちが抱える問題点というのが非常に、特にヨーロッパでは懸念されておりまして、

現地コミュニティーですとか先住民族の人たちの生活手段だとか生活環境を変えてしまう、

あるいは土地の利用権・保有権といったものに関する権利の侵害、それから強制労働など

の労働問題、あとは移民の問題などなど。社会的な影響を違法伐採問題と捉えるのかどう

かといった点は、日本と欧米、特にヨーロッパとでは違いがある点でございます。 

 次のスライドですけれども、これはもちろん違法伐採というのは違法リスクということ

で、合法なビジネスを行わなければいけないという、法律を守らなければいけないという

点ももちろんあります。ただ、（違法伐採木材を取り扱うことが）事業上のリスクでもある

ということで、サプライチェーンをきちんと管理しよう、あるいは原材料調達をもっと持

続可能にしようといった動きというのは、この木材以外でもたくさんございます。ご存じ

かもしれませんが、例えばドッド・フランク法（１５０２条）という、いわゆる紛争鉱物

を規制する法律ですね、（武装勢力によって長く紛争が続いている）コンゴ周辺地域から来

る鉱物に関しては、（武装勢力の資金源の可能性があるので）サプライチェーンの情報を公

開しなければならないといったアメリカの法律があります。国際的な基準としましては、

国連グローバルコンパクト（人権の保護・不当労働排除・環境対応・腐敗防止に関するＣＳ
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Ｒの１０原則の実現に加盟企業が努力する）、こちら、サプライチェーンのガイドブックと

いうのを出しております。それからＯＥＣＤの公共調達ガイドライン、それからＩＳＯも

今、持続可能な原材料調達のガイドラインを作成中ということで、合法・持続可能な原材

料調達は、ビジネスとしてきちんとやらなきゃいけない、そしてきちんとやらないとリス

クになるといった捉え方がされてきているのが近年の傾向だと思います。 

そして最後に、「違法伐採 合法ビジネスへの影響」です。これはもう業界の皆様はいつ

も感じていらっしゃることだと思いますけれども、安い違法材というのは、もちろん合法

な木材製品の価格を押し下げるということで、これはアメリカのレーシー法といって、後

からご紹介する法律のきっかけになった調査結果です。違法木材というのは世界の木材の

価格を最大で１６％も抑制している、押さえつけているという数値が出されておりまして、

これは合法なビジネスをしている者にも非常に影響があるということで、こういう流れに

従いまして、スライド１１に、７０年代、８０年代というのは、そういう森林破壊の問題

が非常に指摘されてきたという説明をしています。そして９０年代、先進国の企業、先進

的な企業というのが、どんどん木材調達方針を立てた。そして政府調達というのがだんだ

んできてきた日本でもグリーン購入法ができておりますが、といったことで、木材調達、

政府調達に関しては合法でなければならないというのが世界のスタンダードになったわけ

ですけれども、２００８年にアメリカで、そして２０１０年にはヨーロッパで、民間調達

に関しても合法でなければならないというふうに、スタンダードがまた一つアップしてお

ります。 

 次のスライドです。これらの欧米豪政府による規制というのはどういった内容かと申し

ますと、先ほど上河さんのほうからも言っていただきましたけれども、日本との違いとい

うのは、今言いましたように、政府調達も民間調達もどちらも法的義務になるということ

で、ポイントとしましては、そちらに挙げておりますとおり、違法材を水際で排除する、

入ってこないようにする、そして事業者に、後からご説明いたしますが、デュー・ディリ

ジェンスという義務を課しています。そしてトレーサビリティーを確保する、そして罰則

がついているというのが、この３つの地域での法律の特徴です。 

 ３つそれぞれ違った法律ではあるんですが、ＥＵ木材法のほうを、一番わかりやすいと

思いますし、非常にいろいろなところが参考にしているものですので、こちらを中心にご

紹介いたします。２０１０年に成立し、２０１３年より発効しておりますけれども、こち

ら、実はＥＵが昔からやっていた取り組みに法的根拠を与えるといった形のものでして、
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スライド１４番、ＦＬＥＧＴ（Forest Law Enforcement, Governance and Trade: 森林法

施行・ガバナンスと貿易）行動計画です。お聞きになったことあると思いますが、これは

途上国支援と合法木材の調達というのをセットにしたものですが、これをＥＵは２００３

年から実施しております。スライド１５番になりますが、このＦＬＥＧＴの中身は何かと

申しますと、ＶＰＡと呼ばれる二国間協定です。自主的にＥＵと原産国が協定を結ぶとい

うものです。それによって、協定を結んだ原産国は、その国内でのステークホルダーとの

コンサルテーションを経て、その国での合法木材とはどういったものかという定義を決め

ます。この制度が構築されて国内整備が整えば、その国からのＥＵへの輸出はライセンス

化されるというのがＶＰＡの仕組みです。合法木材に関してはライセンス化されて、これ

をＦＬＥＧＴ材と呼んでいます。優先的にＥＵに輸出をすることができるといったもので、

これを法的に確固たるものにしようとしたのがＥＵ木材法なんですが、その仕組みについ

ては今ご説明したとおりです。スライド１７番にまいります。現在、ＶＰＡの進捗状況で

すが、署名済みのところが、コンゴ共和国、ガーナ、カメルーン、中央アフリカ、リベリ

ア、インドネシアとあります。けれども、実はまだＦＬＥＧＴ材というのは市場には出て

きておりません。なかなか出てこないということで、ＥＵ側も焦りはあるようですが、ま

だ出てきてはおりません。あと交渉中の国というのが、そちらに挙げておりますとおりた

くさんありまして、そのほかに交渉をしようかというディスカッションを始めている国と

いうのも実はたくさんありまして、中国なんかもその一つに入っております。 

 では、その木材法というのは何かということですが、スライド１８番になります。民間

業者は何をしなければいけなくなったかといいますと、そこに挙げております３つです。

まずはＥＵ市場に違法材を持ち込まない。ＥＵ域内は自由流通ですので、ＥＵに入ってく

る時点のところで、そこで違法材をシャットアウトするということです。そして２番目に、

最初にＥＵ市場に持ち込む業者というのは、デュー・ディリジェンスという調査を行うこ

と。これは後でご説明します。そして３番目、トレーサビリティーの確保ということで、

ＥＵ市場において木材製品を購入した業者は、サプライヤーと顧客の情報を記録しておく

ことによって、ＥＵ内での動きというのを明確にしておくというのがあります。この３つ

です。 

 対象製品としましては、その次のスライドですが、１９番、かなり広範囲に、ほとんど

の木材製品がと言われるぐらい含まれております。紙に関しましては、対象外のところを

見ていただくと、印刷物、つまり印刷されている紙は対象外となっております。対象範囲
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全般はほかの国でも大体似たような感じですが、例えばオーストラリアでは印刷物も入る

ということで、対象外になるのは例えば再生紙のみというように、多少違いはあります。

ただどの法律でも、対象製品の範囲はかなり幅広くなっております。 

 その一番下のところに、ＦＬＥＧＴ材、ＣＩＴＥＳ材すなわちワシントン条約材はデュ

ー・ディリジェンスの対象外とありますけれども、先ほどご説明したライセンス材、あれ

が出てきた場合には、それを買うのであればデュー・ディリジェンスをしなくてよろしい、

ということになっております。ワシントン条約に関しましては、輸出国の証明書などによ

って合法性を担保していると理解をするとなっておりますが、ここもちょっと議論は今あ

るんですけれども、一応この２つは対象外となります。 

 今までのところで、何かご質問とかご不明な点がございますでしょうか。 

【事務局（大渕）】  スライド１７のＶＰＡの進捗で、マレーシアが一番古くから、２０

０７年からやっているんですけど、これが時間がかかっている主な理由というのを教え

ていただけますか。 

【籾井委員長】  マレーシアに関しましては、一番早くから交渉を始めた国のうちの一

つなんですが、州ごとに森林法を担当しているのが州政府になっておりまして、州ごとに

法律が分かれております。マレーシア半島とサバに関しましてはＶＰＡを希望しています

が、サラワク政府はそれを希望していないということ、そしてサラワクからの木材はＥＵ

の合法性基準を満たさないという事情もありまして、マレーシアに関しては、ずっと難航

しているというのが現状です。 

【事務局（大渕）】  ありがとうございます。 

【飛田委員】  このＶＰＡに署名した国がありますけど、実際には材が出てきていない

ということで、今、現状は、署名した国からも普通に証明されないものがＥＵに入ってい

っているという、そういうことですか。 

【籾井委員長】  現状としましては、ライセンス材はないんだけれども、現在の状態で

の合法性の証明というのは出されていると思います。ただ、ライセンス材として、デュー・

ディリジェンスをしなくてよいという免除が受けられないということです。 

【飛田委員】  はい。 

【籾井委員長】  また何かありましたら後でご質問をお受けしたいと思いますが、では

いよいよ、この委員会でも大切になってくるデュー・ディリジェンスとは何かというとこ

ろに入りたいと思いますが、スライドの２１番をごらんください。 
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 デュー・ディリジェンス、デュー・ディリという言葉、多分聞かれたことが皆さんおあ

りになると思いますけれども、金融分野でよく使われる用語です。相当の注意とか相当の

注意義務とか、そういう訳され方を一般的にはしますが、あらゆる方法を尽くして、自分

の取引している木材というのが違法でないということを証明、確実にする、そういう義務

です。 

 中身は何かといいますと、３つだけです。まず１つ目は、スライド２２ですが、情報へ

のアクセスを確保しておくということです。つまり、必要な情報を入手できる状態にして

おくということです。入手してしまえばいいんですけれども、入手しない場合はできる状

態にしておくということで、どういった情報かといいますと、ＥＵの中では、そちらに挙

げておりますように、製品の商標・種類、樹種、それから伐採国、または伐採地域、また

は伐採許可書の内容、それから数量、そしてサプライヤーの情報、そして売り先の業者の

情報、そして一番最後のところ、これは赤にしていたところなんですが、適用法遵守を示

す文書などとあります。この適用法というのはまた後ほどご説明しますが、この適用法遵

守を示す文書が現在日本において理解されている合法性証明の文書と思っていただければ

いいと思います。こういった情報を入手する、あるいはアクセス可能にしておくこととい

うのが一つの義務となります。 

 そして３つのステップのうち２番目にまいりますが、２番目がリスクアセスメントとな

っております。ですから、これはもう皆さんもやっていらっしゃるのでおわかりかと思い

ますが、違法であるかどうかというリスクを分析・評価できるようにするリスク評価手続

を持っておくことです。 

 もう少し詳しく見ていきますと、スライド２４になりますが、先ほど申しました適用法

の遵守ができているか、法律に違反していないかどうか、それから特定の樹種は違法のリ

スクが高いということで樹種をチェックする。例えばワシントン条約などで保護されてい

る樹種を伐採してはいけないことになっていますので、そういった樹種でないかどうかと

いったこと。あるいは、特定の伐採国だとか、国全体ではそう問題なくても、特定の地域

に行くと違法伐採をしているリスクが高いだとか、そういったことをチェックする。 

 それから、サプライチェーンが複雑でないかどうか。これは後で少し触れますが、サプ

ライチェーン中に自分が把握できない地点というのが存在していないかどうかといったこ

とをチェックします。そして現在例がありませんが、国連安全保障理事会またはＥＵ理事

会が木材の輸出入に対して科した制裁がないかどうかと、そういった対象になっている国
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ではないかどうかといったことをチェックしなさいと書いてあります。 

 そして、先ほどの法律に違反していないかどうかという点、スライド２５ですが、評価

基準となる適用法とは何かと。ここが私個人としては一番難しいのかなと思うところなん

ですけれども、ＥＵ木材法にはこのように書いてあります。第２条（ｈ）ですが、先ほど

の適用法です。合法性あるいは違法性の根拠となるさまざまな法律であり、以下を含むと

あります。ですから、以下を含む、でもそれに限定はされないという条件で、例えば合法

的な境界内で木材を伐採する権利。それから、伐採権や税金など、木材に関するいろいろ

な支払い、それから環境ですとか森林に関連する法律、そして先ほどの社会的側面ですが、

保有権だとか使用権などに関する第三者の法的権利、そして貿易だとか税関だとか、そう

いったシステム上の違反がないかどうかといったことでして、これを例えば日本の現在の

林野庁のガイドラインと比較しますと、非常に広範囲かつ、より実行しやすいといいます

か、法律をより特定しやすいようにはなっております。 

 実際じゃあどういうふうにやるかというのは、ＥＵがガイドを出しておりまして、その

下の表のところです。文書としてはどうやって調べるかということで、右側に、その適合

する文書というのが挙げてあります。これはあくまで例なので、これをこうしなさいと言

っているわけではなくて、こういうものがありますという紹介になっております。 

 スライド２７にまいります。これはどういうことかといいますと、まず三角のところの

一番上に森林認証制度と出しておりますけれども、例えば森林認証されている木材を調達

する場合というのは、リスクの安全度というのは高い。それがカバーしている合法木材と

いうのは、分量的には多いだろうということになります。じゃあ認証材ではないもの、だ

けど合法性証明というのがとれるものになりますと、適用法への準拠の証拠というところ

で、森林認証がカバーしているほど安全性は高くないんだけれども、ある程度あるだろう

と考えられます。 

 しかし、場合によっては、どうしてもこの特定の樹種でなければならないとか、この特

定の地域から来ているサプライヤーから調達しなければいけないとか、そういった場合が

あるわけです。リスクが高い場合にどうするか、それがＥＵ法の次のステップとなるわけ

ですが、今までのところ、森林認証制度を使うだとか、適用法への準拠の証拠を集めるだ

とか、リスクに関して評価するという部分を右側に書いていますが、こちらはリスクアセ

スメントの部分になります。 

 これをやって、なおかつ、これでもまだちょっと不安だという場合。これでは法律違反
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になる可能性があるという場合。つまり左側に書いていますように、無視できるリスクな

のか、それとも無視できないリスクなのか、これは自分が判断するしかありませんが、会

社としてこれは無視できないと判断した場合には、追加情報の収集ということで、この部

分が次のステップ、リスク緩和措置ということになります。これがデュー・ディリジェン

スの３つのステップになります。 

 次のスライドです。無視できるかどうかというのは自分で判断するしかないと申しまし

たが、どういうところを見ればいいか、どういうリスクをチェックするかというのは、Ｅ

Ｕのガイダンス文書に全般情報が記載されています。どこで伐採したか、ガバナンスの心

配はないか、文書は全部そろえられるものはそろっているか、などです。あるいは、その

文書の真偽性が証明できるか。あるいは、違法伐採に関与していると報告されている企業

が自分のサプライチェーンの中にあるか。そして自分のところのサプライチェーンは複雑

なのかということをチェックしなさいということです。ここまでリスクアセスメントの説

明でしたが、先ほど申しましたように、スライド２９番ですが、無視できないと判断した

場合にはリスク緩和措置というのを取ります。これは後からまた別の資料がございますの

で、そのときにもう少し詳しくやりたいと思いますが、追加的情報、つまり自分が安心で

きるだけの情報や文書を集めたり、現地視察もする、そういったことをやって、リスクを

無視できる程度に持っていくというのが、このリスク緩和措置ということになります。 

 ここまで何かご質問はございますか。 

 簡単におさらいしますと、ＥＵ木材法ができて何がどう変わったかというと、違法材を

ＥＵに持ち込んだ場合は罰せられるようになった、あるいは法律に違反するということに

なった。そして、デュー・ディリジェンスというものを必ずしなければいけなくなった。

デュー・ディリジェンスの中身というのは、情報をそろえられるようにしておく、そして

その集めた情報を見て、この違法であるリスクというのが無視できるのかできないかとい

うことを自分で判断する、できない場合にはもっと情報を集めるという、この３つのステ

ップとなります。 

 ではちょっとまた先に進みます。施行の仕組みとしましては、ＥＵ木材法の場合は登録

した監督団体が、企業のデュー・ディリジェンスの実施をモニタリングする仕組みです。

現在のところ、真ん中から下のほうに出している４つの団体、これにあと２つぐらい、ま

た最近増えおりました。ＮＥＰＣｏｎというのは後でご紹介するツールの作成者ですが、

こちらはＮＧＯです。それからその次は、こちらも独立団体ですけれども、イタリアの団
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体、そして日本にもあるコントロール・ユニオンですとかビュロー・ベリタスというコン

サルティング認証会社といったものもモニタリング団体になっています。また、加盟国政

府によって、立ち入り検査だとか物品の押収だとか、そういった罰則規定も設けられてい

ます。 

 オーストラリアの法律は、一番最近できまして、２０１２年に、まず違法木材というの

がオーストラリア国内で禁止になりました。そしてデュー・ディリジェンス義務が、その

後２０１４年に導入されまして、今のところはこれをちゃんとやれるように政府がサポー

トしているということで、積極的に摘発はしないという期間中でございます。 

 中身としましては、スライド３２ですが、ほとんどＥＵ木材法と同じです。一つ違って

いる点は、上から２番目の枠のところにあります木材合法性枠組みまたは国別ガイドライ

ンの使用というものが、オプションとしてこれを選択できるようになっています。何かと

いいますと、そんなに難しいことではないんですが、スライド３３です。木材合法性枠組

みというのは、オーストラリア政府が、この制度であれば合法性をチェックするのに適し

ているだろうと指定している制度でして、ＦＳＣ、それからＰＥＦＣ、そしてＥＵのＦＬ

ＥＧＴの制度、この３つを使う。もう一つはあるいはオーストラリア政府の出している原

産国による国別のガイドラインを使う。図に出しているのはインドネシアのガイドライン

ですが、中身としはわりと簡素ですが、森林法はこんなものがあってという情報が少し載

っております。この２つを使って自分が調達しようとしているもののリスクは低いだろう

と判断したのであれば、もうその次のステップ、つまりリスクアセスメントとリスク緩和

措置はしなくてもよろしいというのがオーストラリアの制度です。 

 時間も押していますので、アメリカのレーシー法に関しては簡単に説明したいと思いま

す。欧・米・豪、この３つとも中身は同じようなものです。ただ、レーシー法に関して一

番違うのは、スライド３６番、そこに３つ四角を出しておりますが、民間業者のすべきこ

ととして輸入申告があります。輸入申告をさせることによってサプライチェーン中の透明

性を高めていこうというアプローチをとっております。 

 義務となっているのは、この輸入申告と、それからもちろん違法材を輸入しないという

ことと、そして正確に記録保持だとかラベル表示をすることということです。その下にデ

ュー・ケアという言葉がありますが、これはデュー・ディリジェンスと同じ意味ですが、

デュー・ケアは義務ではありません。ですからアメリカの場合は、デュー・ケアをしなく

ても法律違反とはなりません。ただ、そのかわり、もし違法材を輸入していたら罰則が適
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用されますよという仕組みです。それがスライド３７に書いてございます。 

 どうなるかというのは、故意に関与した場合、あるいは過失であった場合ということで

まず分かれますが、その中で、スライド３９番を見ていただくと、例えば過失であった場

合、違法材だと知らなかったという場合。その場合には、デュー・ケアをちゃんとやって

いたかどうかで罰則の重さが変わってくるというのがアメリカの仕組みになっています。

ですから、デュー・ケアをやっていないことそのものに罰則が適用されるというわけでは

ないというのが、ＥＵとオーストラリアとの違いです。既に摘発事例というのはアメリカ

のほうであっていまして、もう皆さんご存じと思いますが、ギター会社のギブソン社とい

うところが摘発されております。 

 時間が押していますので早くいきますが、ＦＳＣのナショナルリスクアセスメントとい

うのは、先ほど上河さんのほうから少し説明いただきました。管理木材、コントロールウ

ッド、これをどう評価していくかといったことが、最近、ＥＵ木材法ですとかレーシー法

が出てきたのにあわせて、ＦＳＣもこれを改定しております。評価項目としては、そちら

にございますように、違法か合法かどうかという部分、そして人権に関する部分、保護価

値の高い森林かどうか、天然林を転換しているか。またここは植林に非常に関係するとこ

ろですけれども、天然林の転換かどうか。それから遺伝子組み換え樹木でないかどうか。

こういったことを評価して、これを次のページの４３番にあるグローバル・フォレスト・

レジストリに挙げています。これはすでに使われている企業さんが多いかと思いますが、

今のＦＳＣのナショナルリスクアセスメントと連動しておりまして、こちらがそのデータ

ベースという形になっております。 

 ここのサイトに行きますと、今そこに挙げている国のアセスメントができ上がっている

ところなんですが、この国に関しましては、今、ご説明した５項目、ＦＳＣの評価項目で

ある５項目に関してリスクはどうかということが見ることができます。さらにこのサイト

内で、ＦＳＣの出しているナショナルリスクアセスメントの報告書もダウンロードするこ

とができます。 

【竹内委員】  ブラジルが括弧になっている理由は何でしょう。 

【籾井委員長】  ブラジルは、この報告書をまとめていた時点では出ていたんですが、

この発表をしようと思ってもう一度見てみたら、引っ込められていたんです。ですから理

由はわかりませんが、そういう理由で括弧をつけています。 

【竹内委員】  はい。 

− 231 −



 

 

【籾井委員長】  そしてスライド４５、４６ですが、例えば４６のところを見ていただ

くと、これはオーストラリアですが、コンバージョンつまり森林転換に関しては、右側に

アンスペシファイドリスクとあります。これは特定できないリスク、つまりリスクがある

という解釈をする評価になっております。こういう見方をしていきます。 

 その次のスライドからは、こんな表ですよということを見ていただくために、まとめた

ものですけれども、合法性に関しては項目が４つありまして、これらに関して赤だったら

リスクが高い、緑だったらリスクが低いということなんですけれども、例えばオーストラ

リアは、緑、緑、緑となっています。これを個々の国に関して見ることができるので、リ

スクを評価するのには役に立つツールであると、いろいろなところに書いてあります。 

 今のはどちらかといいますと環境上のリスク、伐採の人権上のリスクに関連するもので

すが、もう一つ、一番冒頭のほうにご紹介したように、汚職やガバナンスの脆弱さという

のも違法伐採に非常に関連しております。こちらを見るには、ＣＰＩ、腐敗認識指数とい

うものがありまして、これはトランスペアレンシー・インターナショナル（Transparency 

International）というＮＧＯが管理しているデータベースです。こちらも国ごとの腐敗度

というのを数値化しておりまして、開きますと、これは報告書のほうにそのまま転載して

ございますが、１５９カ国だったと思いますが、各国の腐敗度というのを見ることができ

ます。そういう腐敗度の高い国であるということであれば、注意してリスクアセスメント

を行うという使い方をします。 

 最後のＮＥＰＣｏｎリーガルソースというツールがあります。先ほど松本さんのほうか

らご質問があった、成果物はどういうものになるかということで、この委員会としまして

は、成果物は何かガイドラインですとかマニュアルですとかそういうものを目指すという

ことを目標に、既に存在しているものを昨年リサーチしました。その中で、このＮＥＰＣｏ

ｎというＮＧＯは、レインフォレスト・アライアンス（Rainforest Alliance）やＦＳＣな

どと協働が多く、ＦＳＣの合法性証明としては、ＮＥＰＣｏｎのこのリーガルソースを推

奨していますので取り上げました。 

 取り上げたもう一つの理由は、このツールが、ここは民間の企業ではないので、全て無

料でウエブサイトに公開されているということです。私が６月にロンドンに行って、違法

伐採の専門家の方々にヒアリングをしたんですけれども、そのときにいろいろな人が、こ

のツールを評価していましたので、これを少し詳しく見ていくことをご提案しています｡

しかし非常に分量がありまして、今、この報告書の中に入れているのは、デュー・ディリ
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ジェンスをどうやってやるかというガイドラインの部分だけです。 

 実はそこのスライド５２番からを見ていただくとわかりますが、このリーガルソースの

ツールは、これだけたくさんあります。リーガルソース基準、これは皆さんに見ていただ

く必要はあるかなと思いますが、まずリーガルソースが何をもって合法木材としているか

という基準が書いてあります。何を合法とするかという点において、中身はＥＵ木材法と

同じ基準です。それから、ずっと見ていくと、サプライヤー監査報告テンプレート、こう

いうのは必要ないかなと思いますけれども、このままこれをダウンロードすればデュー・

ディリジェンスをやれるというツールがたくさんございます。スライド５３、５４も続い

ているんですが、これだけボリュームのあるツールとなっておりまして、ここまでのこと

はおそらく必要ないだろうと思いますが、これを参考にしてはどうかということを考えて

おります。 

 では資料の８になりますけれども、これがＮＥＰＣｏｎが出している、デュー・ディリ

ジェンスのガイドラインになります。このガイドラインに従ってデュー・ディリジェンス

をやった場合に、デュー・ディリジェンスをきちんとやりましたという認証を受けること

ができます。認証は受けなくてもツールは使えます。もう時間があまりありませんので、

さらさらっと見ていただくと、この中にあるページで１３０ページを見ていただくと、今、

皆さんが行われているトレーサビリティーの確保、トレーサビリティー監査、そういった

ことが大部分になっているので、内容的にはそんなに新しいことはないのかなという印象

を持っております。やはり一番鍵になってくるのは、この３番目のリスクアセスメントを

どうするかといったところではないかと思います。それに関しても、先ほど私がずっと法

律を使ってご説明しましたような、特定の地域とか特定の樹種、あるいはサプライチェー

ンが複雑かどうかとかいった、そういったところを見ましょうということがかなり詳しく

書いてありまして、これを見ればデュー・ディリジェンスとはこうやったらいいんだなと

いうのが大体わかるようにつくられております。 

 最後のまとめですが、スライドの５５番、デュー・ディリジェンスの手法と書いていま

す。デュー・ディリジェンスの話をすると、何かよくわかったようなわからないような気

持ちになりますという感想をいただくので、もう１回まとめようと思ってここに書きまし

た。基本的なステップとしましては、先ほど言いましたように、情報へのアクセス、リス

クアセスメント、リスク緩和、３つのステップです。 

 そしてどういうところにリスクがあるかといいますと、先ほど言ったように、原産国へ
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の法規制に準拠しているか、それからサプライチェーン中に何か違反がないか、それから

違反している木材が入ってこないように管理できているかといったこと。そして一番大切

になってくるのは、この情報へのアクセス、情報を入手できるかと。入手できないと、も

うリスクの軽減ができないことになりますので、サプライヤーといい関係にあるかどうか、

あるいは信頼できるサプライヤーと協働しているかどうかといったところになります。 

 そして一番世界のスタンダードとして、今、変わってきているなという点ですけれども、

無視できるリスクを特定しようという点です。つまりリスクが高いものを特定するという、

今までのアプローチの逆です、リスクが無視できる。これだったら買っても大丈夫という

ものを選んでいくというやり方に変わってきているという点が、非常に大きいと思います。 

 そして合法性証明文書の信頼性も含めたリスクアセスメント、例えば現在、日本の場合

ですと、グリーン購入法のもとでは、合法性証明文書というものがあれば、とりあえずそ

れさえあればいいといった状況ですけれども、あくまで欧米の法規制においては、文書と

いうのはあってもいいし、なくてもいいと。それを取ったからといってデュー・ディリジ

ェンスをやったことにはならないというのが欧米スタンダードとなっています。 

 この中で難しいだろうと思われるのが、その適用法とは何かというのを特定する、ある

いはリスク評価をする基準というのは何に持ってくるかといったところになりますが、参

考として、そこに挙げているようなものがあるということを報告書にまとめております。 

 長くなりましたが、今の私の説明に関して、何かご質問ご意見、コメント等がありまし

たらお願いいたします。 

【上河アドバイザー】  デュー・ディリジェンスの関係で、スライド３０のところで、

施行の仕組みとして、登録監督団体が企業が実施しているデュー・ディリジェンスをモニ

タリングするわけですが、これは具体的にどのようにやっているのか。ここに書いてある

４つから６つの団体が、現在、正式に登録監督団体ということで決められているわけです

けれども、こういうところに実際に企業がモニタリングをお願いをして、このような登録

機関が実際に監査のような形でチェックをして、それでこれは大丈夫だということで何か

証明書みたいなのを出すとか、何かそのようなことを行っているのですか。ちょっとその

仕組みがよくわからないのですが。 

【籾井委員長】  多くというか、ほとんどの場合、そのような形をとっているみたいで、

どちらかというと、ここにコンサルティング会社が入っているんですが、こういったとこ

ろはそれぞれ独自のデュー・ディリジェンス・ツールというのを持っていまして、それは
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民間なので公開されていません。おそらく今ご紹介しているＮＥＰＣｏｎのツールと同じ

ような感じの、わりと詳細なものをもっていて、これをやってくださいねというサービス

になっていると思います。実施のサポートや認証は提供している形で、金銭的なやりとり

は発生しています。 

【上河アドバイザー】  お金を払って、そういうツールを使ってチェックをして、その

チェックした内容がいいか悪いかというのをモニタリングまでするわけですか。実際ちゃ

んとやられているかどうかということを。 

【籾井委員長】  そうですね、はい。 

【上河アドバイザー】  森林認証みたいな形で監査が入るということで行われている。 

【籾井委員長】  はい。 

【上河アドバイザー】  そうすると、費用も相当かかるのですね。 

【籾井委員長】  そうですね。なので、多分、私たちが通常想像するモニタリングとい

うのは、その一番下の加盟国政府による検査などで、違反のチェックが行われるようにな

っています。 

【上河アドバイザー】  おそらく政府の検査というのは、多分抜き打ち的に入ってくる

わけで、そのときにちゃんとやっているかどうか調べるわけですね。 

【籾井委員長】  はい。 

【上河アドバイザー】  わかりました。 

【飛田委員】  今のと関連するところなんですけど、加盟国政府による検査があって、

その場合に、この登録監督団体から認証を受けているとか、あるいはチェックを受けてい

ると、その検査自体がスムーズに通るとかいうことになるんですか。それとも、あくまで

も各国の検査によって、またいろいろおとがめを受けたりとかということがあるというこ

とですか。 

【籾井委員長】  この加盟国政府による検査というのを設けて準備ができている国とい

うのが、まず今のところまだ少ないようです。例えばイギリスなどの場合では、ワシント

ン条約の取り締まりのシステムを利用するような形も考えられますが、違反の可能性があ

るところを検査することになると思います。だから今のご質問のお答えとしましては、認

証をもしとっているのであれば、あえて優先的に検査を行う必要はないという考えを取る

のではないかと推測しますが。 

【飛田委員】  今はそういう認証団体のモニタリングというのは別に義務ではないけれ
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ども、やっておいたほうがいいよという、それぐらいのレベルということですか。 

【籾井委員長】  そうです。 

【上河アドバイザー】  それではデュー・ディリジェンスのマストではないのですね。

このモニタリングというのは、やったほうがもちろんいいんですけれども、デュー・ディ

リジェンスをやっている、やっていないかということだけであれば、企業がきちんとこれ

だけ手続をやっていれば、一応やったとは認められる。ただ、それがちゃんとしたのかど

うかというのは、また別なんですね。 

【籾井委員長】  はい、そうです。なので、このＮＥＰＣｏｎのツールなんかは、もち

ろん無料で公開していて、認証をとる必要もなくて、ご自由に使ってくださいというので、

これをアレンジして使ってもいいということをＮＥＰＣｏｎが言っていました。それは全

て企業の自己責任なんですけれども、自己責任で行って、後で例えば何か立入検査が入っ

たときに、ちゃんと説明できるようにしておく。これだけのことをやったから、自分はリ

スクは低い、無視できると思いましたという説明ができるようにしておくということが、

デュー・ディリジェンスのポイントなのかなと思います。 

【上河アドバイザー】  ＮＥＰＣｏｎの場合は、ＮＧＯだからツールの公開に関してお

金取らない。ただ、ＮＥＰＣｏｎ自体はモニタリングはやっているわけですね。 

【籾井委員長】  ツール自体は無料で公開していますが、認証もやっていまして、認証

には課金されます。 

【上河アドバイザー】  はい、わかりました。 

【松本委員】  ＣＰＥＴ（政府木材調達方針のための専門家機関）では、ＦＳＣやＰＥ

ＦＣについては枠組みとして認める制度とはっきりうたわれていますが、レーシー法やＥ

Ｕティンバーレギュレーションの中ではどのような取り扱いになっているんでしょうか。 

【籾井委員長】  レーシー法に関しては、認証に関することは特に何も決まりがござい

ません。ＥＵに関しましては、ＥＵ木材法の中では、このＦＳＣとかＰＥＦＣを公認する

ということは行われていません。ただ各国の、オーストラリアですとかイギリスですとか

オランダとか、そういったそれぞれの国の政府調達の中では、認めている認証制度という

のはありますけれども。 

【松本委員】  国別では認められている場合もあるが、このＥＵティンバーレギュレー

ショントータルとしては、まだ認められていないということですね。 

【籾井委員長】  はい、私の知る限りでは。これはまだ認証制度がＥＵ木材法だとかレ
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ーシー法に合わせている最中でした。これは最近合わせたばかりです。 

【松本委員】  そうですね。最近合わせたということですね。 

【上河アドバイザー】  ただ、合わせたけれども、それだからといってフリーパスにな

るわけじゃなくて、そこはちゃんとデュー・ディリジェンスでやるということですよね。 

【籾井委員長】  そうですね。ただ、オーストラリアの場合は、フリーパスというスタ

ンスではなくて、この制度を使って、例えばＰＥＦＣは、あの国のあの伐採地では何か問

題があったんだけれども、自分でチェックしていいと、無視できるリスクだと自分で判断

したんだったら、そこでやめてよろしいということで、ＰＥＦＣを取得しているからフリ

ーパスというわけではないという風になっています。 

【上河アドバイザー】  無条件でいいというわけじゃないと。 

【籾井委員長】  はい。ですから、一番最初の部分として、これを使って、これで満足

すれば、もうそれ以上はしなくていいと。 

【籾井委員長】  それでは、また何かありましたら後でご発言いただければと思います

けれども、時間も少なくなってまいりましたので、今後の運営につきまして、上河常務よ

りアドバイスをいただけますでしょうか。 

【上河アドバイザー】  それでは最近の動きということで、資料の４と５をごらんいた

だきたいと思いますけど、現在、自民党の林政小委員会で、違法伐採対策の見直しという

のが行われています。今まで日本はグリーン購入法でやっているのは政府調達だけなんで

すが、ＥＵとかアメリカ、それからオーストラリアでは、もう全て、官需だけじゃなくて、

民需も含めて全部確認しなければいけないということから、日本の法律はおくれていると

いう認識のもとに、見直すべきだ、もっと強化すべきだという話から始まって、実はこの

検討が行われています。 

 それで、この資料の最後に書いていますけど、４月の２２日から、全部で６回、検討が

行われております。その中ではＮＧＯのヒアリングとか団体のヒアリングも行われまして、

製紙連合会もこの中に呼ばれて、５月２１日には報告をしているという状況になっていま

す。 

 それで、いろいろ検討した結果として、議員の先生方はどちらかというと、きちんと法

律をつくるべきだと、ＥＵのような木材規制法のようなものをつくるべきだという主張だ

ったのですが、林野庁のほうは、政府としては、ＥＵのような法律は日本の法体系になじ

まないので、もう少し検討の時間がほしいみたいな話をしたところ、国会議員の先生から、
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もっと前向きに対応すべきだとういう指摘があり、最終的には、資料５の中間取りまとめ

案という形になりました。どういうことになったかというと、まず１番目としては、我が

国における現在の違法伐採対策は不十分であり、事業体への過度な負担を避けつつも実効

性のある抜本的な強化を図る必要があると。それから２番目として、来年のＧ７伊勢志摩

サミットが日本で開かれることもあり、林政小委員会に違法伐採対策制度検討ワーキン

グ・グループを新たに設置して、衆議院の法制局を交えて関係省庁の協力を得つつ、制度

面や支援策の具体的な検討に着手し、速やかな成案を取りまとめると。 

 これはどういうことかというと、要は来年サミットが来ますので、そのサミットまでに

は、何とか日本の違法伐採対策はきちんとやっていますよという見直し案をつくりたいと。

その検討に当たっては、衆議院の法制局を交えるということは、要は林野庁は閣法として

はつくることは無理だと言っていますので、それであったら議員立法でこれをつくろうと

いうこともあって、衆議院の法制局を多分入れているんだと思います。そういう方向で今

動いているという状況になっています。 

 それで３番目としては、違法伐採対策の重要性に鑑み、今後は業界団体への協力要請な

ど、関係省庁は対応できることから迅速かつ着実に実施するということで、一応このワー

キング・グループがつくられて、さらに検討が進められるという方向に現在なっていると

いうことになっています。 

 それで資料の７をごらんいただきたいと思うんですけれども、これがそのときに団体ヒ

アリングで製紙連合会のほうから説明した資料です。１枚めくっていただいて、これは概

要ですので飛ばしまして、３ページですけど、今現在、製紙連合会は何をやっているかと

いうことで、製紙連合会としては、業界としての行動指針をつくっています。それから合

法証明の方法としては、林野庁のガイドラインの中の個別企業による方法を採用していま

すけれども、それ以外にも適宜、森林認証による方法とか団体認定による方法を併用して

います。林野庁は３つの方法を示しているわけですが、基本は独自の取り組みであるけれ

ども、森林認証や団体認定もあわせてやっていくという方向です。 

 そこで、個別企業による独自の取り組みとは言っていますが、会員企業はかなり共通な

取り組みをやっています。どういうふうにやっているかというと、１つ目は①違法伐採木

材を取り扱わないという、まず原料調達方針をきちんとつくると。それから２つ目として

は、②トレーサビリティーレポートを入手したり、それから現地確認を行うといった合法

証明システムをきちんとつくって実施をしているということ。それから、３つ目としては
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③関連書類は５年間保管する。それから毎年度第三者監査を実施するということで、これ

は製紙連合会が、現在、実際にモニタリングやっているわけですが、そのモニタリングの

実施結果をホームページで公表しています。 

 こういう格好で現在進めているということになっています。製紙連合会のモニタリング

事業というのは、毎年度、各製紙会社に行って、ちゃんとやっているかどうかという確認

をするとともに、その結果を、次の４ページですけれども、監査委員会、こういったメン

バーの方々にチェックをしていただいて、その結果について発表するということでやって

います。 

 ５ページには日本製紙連合会の違法伐採対策のフローの流れを書いているわけですけれ

ども、こういう形で製紙企業の場合は、伐採現場から、それからサプライヤー、それから

製紙工場ということで、きちんと現地から最終のところまでトレーサビリティーレポート

をとるのとあわせて、現地確認等も行いながら報告書を確認していますよということで申

し上げさせていただいております。 

 ６ページは製紙企業の要望ということで、実施するにあたっては会員企業の過重な負担

にならないようにしてくださいということと、国内企業は一生懸命やっているんだけれど

も、逆に海外の企業の場合は、どちらかというと厳しいチェックがないのは問題じゃない

かということ。それから、日本の違法伐採対策は一生懸命やっているけれども、なかなか

欧米諸国で評価されていないので、きちんとそういうことが理解されるように努力してく

ださいということです。それから、消費国も一生懸命やるけれども、生産国での違法伐採

対策に対する国際協力もやってほしいと。こういう要望を出したということです。 

 これを説明したところ、議員の先生方からは、製紙連合会は非常によくやっていて、あ

る意味でデュー・ディリジェンスをやっていると言ってもいいぐらいではないのかという、

かなりポジティブな評価をいただいております。ただ、そうはいっても、国会議員の先生

がそう言ったからといって、そのことだけがデュー・ディリジェンスをやっているという

わけにはならないので、その辺のところを今後どうするかということを検討していきたい

と考えています。 

 資料の６をごらんいただきたいと思います。これが今現在、製紙連合会で取り組んでい

る違法伐採対策ですけれども、先ほど申し上げたように、まず企業は原料調達方針をつく

って、その中で違法伐採木材を使用しないということをはっきりと宣言をしています。そ

れから括弧で書いてあるのは、これは必須事項ではなくてオプションという形でやってい
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ますけれども、環境優位性、社会優位性、それから未利用資源の有効利用といったことを

明記するとか、それからトレーサビリティーの確保とか情報公開、第三者監査、記録の保

管、こういったことをきちんと原料調達方針に明記をする。それからホームページなどで

公表する。これは全ての企業でやっていただいていることです。 

 それから２番目の合法証明システムについては、合法証明システムをつくるとともに、

それをホームページで公表しています。それから関連書類の保管は、これはさっき言った

ように５年間保管しています。それから取り組みの状況について、毎年度、その企業がや

ったことについて、きちんとホームページで報告しております。 

 それから取り組みの監査についてですが、監査については、これはオプションですけれ

ども、できれば企業の中で内部監査の中で、きちんとまず、違法伐採対策の取り組みを内

部監査してほしいと考えています。それから毎年度の取り組みについては、製紙連合会が

モニタリングを実施しています。それからさらに企業によっては、製紙連合会による監査

だけではなく、監査法人などによる第三者監査というものを、別途やっているところもあ

ります。 

 それから、サプライヤーとの協定、覚書、宣誓書等の締結ということで、製紙会社とサ

プライヤーとの間で、サプライヤーは違法伐採木材は取り扱わないという協定、覚書、宣

誓書を締結するということをやっています。 

 それからトレーサビリティーレポートの入手ということで、これはサプライヤーから船

ごとに、あるいは毎年度、１年単位でトレーサビリティーレポートを入手しています。そ

のトレーサビリティーレポートの中には、樹種、数量、伐採地域、それから森林認証、法

令の遵守、こういったことをきちんと記載をしています。これはオプションになりますけ

れども、それに加えて、環境優位性とか社会的優位性、未利用資源の有効利用等の情報も

記載されている例もあるということです。 

 それから、サプライヤーの現地確認ということで、サプライヤーがきちんと伐採現場を

確認しているかどうかということを確認します。それから、製紙会社の現地確認というこ

とで、製紙会社、あるいは製紙会社が行けない場合には商社の方に、伐採現場や、サプラ

イヤーについて現地確認を行ってもらっています。 

 それから、サプライヤーの団体認定の確認ということで、これは林野庁のガイドライン

に基づく団体認定をやっている場合には、その団体認定書を取得するとともに合法証明書

を入手するという、団体認定を活用してやっています。それからサプライヤーの合法証明
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書の入手ということで、これは製紙会社の中で、例えば日本製紙連合会の会員製紙会社が

つくったパルプを買っている場合には、合法証明書というのを入手しています。それから

最近では、森林認証の確認というのが非常に多くなってきていまして、製紙会社が林野庁

のガイドラインに基づく森林認証による方法で合法性を確認している場合には、請求書と

かインボイスによって、森林認証番号がきちんとつながっているかどうかという確認を行

っています。 

 それから、違法伐採対策モニタリング事業の実施ということで、製紙連合会は毎年会員

企業の取り組みについてモニタリングを実施するとともに、そのモニタリングの結果を第

三者の監査委員会で監査をしていただき、さらに、その監査された結果については、製紙

連合会のホームページできちんと公表しています。 

 こういった取り組みを現在行っているわけなんですが、情報の収集などを含めかなりし

っかりと行っているとは思っています、さきほどのＥＵのデュー・ディリジェンスの例か

ら言うと、情報の入手についてはかなり努力をしているといえるでしょう。ただ、リスク

アセスメントだとかリスクミティゲーションに関しては、まだ手続として明確になってい

ないところもあるので、現在、我々が行っているこういった取り組みをベースにしながら、

何とかヨーロッパのほうのデュー・ディリジェンスにも対応できる形にしていきたいとい

うことで、マニュアルというか、そういったものをこの委員会の中でつくっていきたいと

考えているところです。 

 以上です。 

【籾井委員長】  ありがとうございます。 

【松本委員】  ちょっと確認させてください。林野庁はどういう理由でヨーロッパ並み

にはできないというご判断をされたのですかね。 

【上河アドバイザー】  それは一つには、これはよくわからないんだけど、彼らが言う

には、まず法律をつくって罰則をつくるとしても、海外の法律に違反したからといって、

そのことの事実をもって、日本でそれを罰するということはできないと言っているんです

ね。 

【松本委員】  域外適用的な考えですか。 

【上河アドバイザー】  そうです。海外の法律違反を日本の法律でもって罰することは

できないんだということは明らかです。あとはデュー・ディリジェンスを課すといっても、

それではデュー・ディリジェンスは何かということがきちんと法律的にやらないと。日本
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の法律というのは、きちんと定義を明確にしない限り制定はできないので、はっきり言っ

て今のデュー・ディリジェンスみたいなことをきちんと定義づけてやるようなことになる

と、大変なことになる。とてもそういうのはできませんと。その辺のことを主に林野庁は

言っているんですよね。 

 それとあとは、もう一つあるのは、日本の、例えば製紙会社だとかなり大きいからそう

いうことできますけれども、ほんとうに中小の製材工場だとかそういったところまでこん

なのを要求した場合に、彼らが果たしてできるのかという心配も、林野庁として念頭にあ

るのではないかと思っています。 

【松本委員】  何となく私、林野庁が面倒くさいからやりたくないんじゃないかと思い

ますが、小さな製材工場が輸入されているわけじゃなくて、ほとんどの場合、商社が輸入

されているわけでしょうから、その人たちがきちっとやれば、できないことはないような

気がしますけどね。 

【上河アドバイザー】  そうですね。それは確かにそうなんです。ただ、輸入材だけを

対象にするのか、国産材も対象にするのかとなると状況が大きく異なります。アメリカの

レーシー法だと輸入材だけですよね。やる以上は国内もやらなきゃいけない。国内でこん

なことできるのかということを示したいという話もあるんですね。 

 議員立法で本当にそこまでできるのかと、それもちょっとわからないんですけどね。 

【松本委員】  確か、レーシー法は議員立法でしたね。 

【上河アドバイザー】  そうですね。アメリカの場合はどっちかというと、閣法という

ものは基本的にないですから。大体みんな、議員の先生がつくるんですよね。日本の場合

はどちらかというと、ほとんどは政府提案の閣法の法律になってしまうので。 

 議員立法の今までの例からすると、罰則付きの議員立法は、まずないですね。大体どっ

ちかというと、精神的にこうやりなさいというか、奨励する形のものが多いのです。義務

や国民の権利とかについて規制するというのは、あまり議員立法では多くはないですね。 

 ただ、国会議員の先生は、何とかＥＵの木材規制法みたいなものをつくって、できれば

来年のサミットでは、安倍総理のほうから日本もこういう法律をつくりましたというのを

その場で発表してもらいたいというのはかなり強くあるんですね。 

【松本委員】  多分、各社さんも一緒だと思うのですが、（国内の）丸太切削チップや、

チップとして輸入する分については、自分たちの責任でデュー・ディリジェンスしなきゃ

いけないというのはわかるし、ある程度できる自信はあるんですが、つらいのは製材背板、
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製材廃材なんですね。日本に全く何の制約もなくフリーで疑わしいものが入ってきている

中で、そこで生産された背板が若干でも混ざってきた場合のトレースとかデュー・ディリ

ジェンスというのは、これは困難で現実的に不可能と言わざるを得ないと思っているんで

すよ。 

 特にいかにコントロールするかという視点に立ったときでも、製材所の場合は、背板チ

ップをつくるために丸太を輸入されているわけじゃなくて、自分たちの製材製品をつくる

ために輸入されているわけなので、製紙業界のことなんて考えて調達されていないですよ

ね。だから我々はコントロールできないんですよ。特に製材原木の場合、政府調達と殆ど

関係ないですから、今のグリーン購入法の枠組みなんて知らない人たちも多いでしょうし、

全くそういう配慮なしに入ってきているものが多いものですから、私は将来、ＥＵティン

バーレギュレーションやレーシー法みたいな形で、全てのものを対象にしてある程度制限

かけてくれるような形になると、製材背板のデュー・ディリジェンスもやりやすくなると

考えています。 

【上河アドバイザー】  そうですね。だから、今、自民党が考えているのは、官需だけ

じゃない、民需も含めて全部やろうとしているので、そうなってくると今言ったように、

例えば製材工場であっても、きちんとやらなければならないと。そうすれば我々のほうと

しては、そこは逆にそういったものはチェックしやすくなるわけですよね。 

【松本委員】  その場合、製材所に聞いたら、ちゃんとわかってるはずですね。 

【上河アドバイザー】  ええ、そうですね。そういった面もあると思うんですよね。製

材の背板は確かに厄介は厄介です。ＥＵ木材法では、リサイクル材、建築廃材みたいなの

はオーケーなんですよね。 

【籾井委員長】  リサイクル材は、そうですね。 

【上河アドバイザー】  リサイクル材は外れていますよね。一応ね。 

【籾井委員長】  はい。 

【上河アドバイザー】  だからそこまでは合法確認無しでオーケーですが、多分、背板

（製材残材）はリサイクル材にはならないでしょうね。 

【籾井委員長】  そうですね。 

【松本委員】  デュー・ディリの対象になるということですよね。 

【上河アドバイザー】  なるでしょうね。 

【籾井委員長】  それは日本がどう法律をつくるかによります。適用範囲を、そういう
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ところをカバーするのかしないのかというところからも立場は変わるので。 

【松本委員】  グリーン購入法のルールをつくるときに、製紙業界としても、背板チッ

プは資源の有効利用的な観点で評価されるべきものであって、そこまで合法性を求めるべ

きじゃないというのを製紙業界がかなり強く言ったものですから、我々の要求を通しても

らったんですよね。 

【上河アドバイザー】  そのとおりです。そのため、今は合法証明無しでオーケーなん

です。 

【松本委員】  背板チップは評価対象外になっているんですけれども。 

【上河アドバイザー】  今回はちょっとわからないですね。 

【松本委員】  ちょっと難しいかもしれないですね。 

【上河アドバイザー】  難しいかもしれないです。 

【籾井委員長】  上河さん、今後の運営についてどのようにお考えですか。 

【上河アドバイザー】  今日、ＥＵの規制も含めていろいろと議論しましたので、今後

の予定としては、これからどういったマニュアルにすればいいか、先ほどお話がありまし

たＮＥＰＣｏｎのツールみたいなものがありますので、こういったものを参考にしながら、

一度、原案というか、そういったものをまずつくる作業をしていきたいと考えています。 

 それで、つくるに当たっては、基本的にはＪＯＰＰと委員長の籾井さんにご協力いただ

くという形になると思いますけれども、つくる過程で製紙会社にきちんといろいろなこと

を聞いておきたいこともあると思いますので、その際にはまたいろいろと実際にインタビ

ュー等を含めて、製紙会社のほうにご対応をお願いしたいと思います。 

 それで、それを踏まえてつくった上で、時期的には多分、１１月頃に第２回目の委員会

を開いて、そのときにある程度原案的なものをお示しをした上で議論していただき、でき

れば来年３月ぐらいには一応の最終案とかそういったものができればいいのかなと考えて

います。 

【事務局（大渕）】  事務局から一言なんですけど、本日は１時間半という限られた時間

ですので、また後で、お帰りになった後、いろいろな疑問とかご意見とかあれば、私のほ

うにお寄せいただいて、それでまた私と籾井委員長と上河常務といろいろ意見調整して、

それでお答えするなりして反映させたいと思います。何とぞよろしくお願いします。 

【籾井委員長】  何かほかにございますでしょうか。 

【石田委員】  実際にこういうデュー・ディリジェンスのガイドラインとかを使って、
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デュー・ディリジェンスをきちんとやったという事例とかはあるんですか。 

【籾井委員長】  日本においてですか。 

【石田委員】  はい。 

【籾井委員長】  欧米並みにということですよね。 

【石田委員】  はい。まさにこういうのをしっかりとやって、一定の評価を得たみたい

な。 

【籾井委員長】  それは私のほうでは聞いたことがございません。 

【石田委員】  これ見ているだけで、ほんとうに全然ちんぷんかんぷんで、こんなのほ

んとうにできるのかと。 

【籾井委員長】  資料として出しておいて今言うのもなんですけれども、これはちょっ

と詳し過ぎるんじゃないかという意見もございまして、ＮＥＰＣｏｎのリーガルソースみ

たいなものはたくさん文書があって、一つ一つがこんなに厚くてというのは、企業の方が

実際使うとなると使い勝手は非常に悪いだろうということで、この委員会で想定している

のは、もうちょっとシンプルなものです。 

【上河アドバイザー】  我々がイメージしているのは、製紙企業が実際に使いやすいも

のです。なおかつ、きちんと基準をクリアしているものをつくりたいと。 

【籾井委員長】  なので、これを見ればやり方が書いてあるというものは必要かと思う

いますが、柔軟なものを考えております。 

【上河アドバイザー】  多分、リーガルソースというのは、どんな場合にも対応できる

ようにしてあるので、相当いろいろなケースを想定して詳しくできていますよね。 

【籾井委員長】  はい。 

【上河アドバイザー】  だから製紙会社の場合はこれとこれをやればいいと整理すれば、

ある程度、皆さんも使いやすくなってくるんじゃないかなとは思っています。ぜひそうい

ったものをつくりたい。つくる以上は使えるものにしたいと考えています。 

【事務局（大渕）】  上河さん、前に林政小委員会に出席されて、実際、デュー・ディリ

やったら幾らかかるんだという情報を何か聞かれましたでしょうか。 

【上河アドバイザー】  ええ、ある民間企業の方が２０００万円か３０００万円かかる

んだと言って、とてもこんなのできないよということになったという話です。 

【事務局（大渕）】  実際やったわけじゃないんですよね。 

【上河アドバイザー】  いや、やったわけじゃないけれども、やるとしたらそのぐらい
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かかりますよという話を聞きました。 

【籾井委員長】  この前、ロンドンで行った会議で発表の一つで、デュー・ディリのコ

ストについてのアンケート調査の発表があったんですけれども、それはそのうち何かちゃ

んとした報告書が出るらしいんですが、それによると、コストとしては大きな企業でも小

さな企業でもあまり変わらないという結果になったという発表はありました。 

【上河アドバイザー】  幾らぐらいかというのはわからない。 

【籾井委員長】  それはちょっと。資料を見れば書いてあると思いますが。 

【上河アドバイザー】  そうですか。 

【籾井委員長】  なので、ここの私が一番難しいかなと思うのは、どこにリスクアセス

メントの基準を持ってくるかというところです。それについては製紙業界の皆様のご意見

を、ぜひ次回以降、伺いたいと思います。 

 それでは時間になりましたので、第１回の委員会を終了させていただきます。本日、ご

出席ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。 

【事務局（大渕）】  どうもありがとうございました。 

 

── 了 ── 
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「海外植林におけるナショナルリスクアセスメント手法の開発に関する検討委員会」議事録 

 

平成２７年度 第２回検討委員会 

 

 

日 時：平成２８年２月３日（水）１３：３０～１５：００ 

会 場：日本製紙連合会 Ａ会議室 

出席者(敬称略)： 

 

（委員長） 

ディープグリーンコンサルティング 代表 籾井  まり 

（委 員） 

Ｏ＆Ｃファイバートレーディング株式会社 取締役チップ部長 竹内  孝之 

日本製紙株式会社 原材料本部 本部長付部長 松本  哲生 

北越紀州製紙株式会社 海外資源部 部付課長 石田  裕之 

大王製紙株式会社 資源部 海外植林課 課長代理 飛田  真作 

三菱製紙株式会社 原材料部 林材グループ 上席主任 千葉  英記 

 

（オブザーバー） 

日本製紙連合会 原材料部 部長代理 前田  直史 

日本製紙連合会 原材料部 主任  片桐  航 

 

（アドバイザー） 

日本製紙連合会 常務理事 上河   潔 

 

（事務局） 

一般社団法人 海外産業植林センター 専務理事 大渕 弘行 
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【事務局（大渕）】  では、皆様おそろいですので、始めさせていただきたいと思います。

本日は寒い中、またお忙しい中、ご出席くださいましてありがとうございます。ただいま

より第２回海外植林におけるナショナルリスクアセスメント手法の開発に関する検討委員

会を開催いたします。 

 早速ですが、本日の議事進行を籾井委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願い

します。 

【籾井委員長】  みなさまこんにちは。本日、委員会２回目ということで、あと１回し

かございませんので、またぜひ活発なご意見をいただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 議事に入る前に、事務局から本日の資料の確認をお願いいたします。 

【事務局（大渕）】  それでは、皆様のお手元にございます資料の確認をさせていただき

ます。まず１枚目が本日の議事次第、その次ですけれども、ご出席されておられる皆様の

お名前、それから資料１－１、日本製紙連合会違法伐採対策デューディリジェンス・ツー

ル（案）というのがございます。次に資料１－２、トレーサビィリティレポートの例でご

ざいます。資料１－３、２０１５年度違法伐採対策モニタリング事業の調査マニュアルと

いうのがございます。それから資料２です。違法伐採問題に対する日本製紙連合会の行動

指針、資料３、生物多様性保全に関する日本製紙連合会行動指針、資料４、製紙業界の違

法伐採対策、資料５、日本製紙連合会違法伐採対策モニタリング事業、資料６、日本製紙

連合会「環境に関する自主行動計画」、資料７、製紙業界の違法伐採対策の取り組み状況に

ついて、あと英文の資料ですけれども、資料８、ＥＴＴＦ System fore Due Diligence、

同じく英文で資料９、Australian Industry Timber Due Diligence System、それから資料

１０で、籾井委員長が書かれたチャタムハウスの違法木材の取引－日本における取組－チ

ャタムハウスの評価というのが入っております。最後が前回の検討委員会の議事録でござ

います。以上、漏れなく入っていますでしょうか。揃ってますね。以上、確認させていた

だきました。 

【籾井委員長】  ありがとうございます。それでは議事進行に従って進行したいと思い

ますが、本日、一番主な議題は、ただいま大渕さんからご説明いただきました資料１－１、

デューディリジェンス・ツールについて、でございます。これに関しましては私のほうか

ら後ほど説明をいたします。資料１－２、それと資料１－３につきまして、上河さんのほ
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うからコメントをいただけますでしょうか。 

【上河アドバイザー】  それでは、資料１－２と１－３をごらんいただきたいと思いま

す。資料１－２と１－３については、きょう、後ほどご説明のあるデューディリジェンス・

ツールの一部をなすものということでお考えいただければと思います。 

 資料１－２ですが、現在、製紙各社、トレーサビィリティレポートをサプライヤーから

とっていますけれども、その中の１つの例として、今回、つけさせていただいております。

これは、当然、各社それぞれに形態等が若干いろいろと異なっておりますけれども、一応

これが１つの例として、こういうものをつけさせていただくということが１点でございま

して、中身的には、見ていただいてもわかりますように、樹種から数量、積み込み先です

とか、あと所有形態とか伐採地域、どういう樹種であるかといったこと、さらには具体的

な法令ですとか森林認証、さらには確認事項ということで、さらにそこに書いてあるよう

な環境的優位性及び社会的優位性に関する５項目についての確認といったことが入ってい

るというのが一般的な形でございます。 

 次に、資料１－３をごらんいただきたいと思います。今現在、製紙連合会のほうで行っ

ております違法伐採対策モニタリング事業の中で実際に使われている調査マニュアルでご

ざいます。この中に、各社ごとにそれぞれ取り組んでいる内容を毎年報告していただいて、

これに基づきながらチェックをしているという内容になっていまして、このモニタリング

事業の調査マニュアル、それから先ほど申し上げたトレーサビィリティレポート、これが

今回のデューディリジェンス・ツールの一部を構成するものということでご理解いただけ

ればと思います。 

 以上です。 

【籾井委員長】  ありがとうございました。 

 資料２から７につきましては、日本製紙連合会のホームページにも全て記載されている

資料でございます。これにつきまして、上河さんからコメントがございましたら。 

【上河アドバイザー】  それでは引き続きまして、資料２から７について、簡単にご説

明します。この資料２から７については、後ほどご説明がありますけれども、資料１－１

のデューディリジェンス・ツールの中において、実際にデューディリジェンスを行う場合

に使用する文書の一覧というのがありまして、その中に載せられているものでございます。

内容的には先ほどご説明があったようにホームページにも載っているものでございまして、

既に皆さん十分に内容は御存じですので、簡単に説明させていただきます。 
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 まず資料２は、違法伐採問題に対する日本製紙連合会の行動指針ということで、この中

で、違法伐採木材は一切使わないということを業界として明確に示すという文書でござい

ます。 

 次に資料３でございます。これは、昨年６月に作成した生物多様性保全に関する製紙連

合会の行動指針、この中でもやはり同じく違法伐採木材を使わないということが盛り込ま

れております。 

 資料４、これが製紙業界の違法伐採対策ということで、製紙業界は林野庁のガイドライ

ンの中の個別企業の取り組みで行っているわけですが、この中で、各社それぞれごとに自

主的に取り組んでいるわけです。おおむね共通している事項として、１つは調達方針、違

法伐採木材を取り扱わないという調達方針をつくるということと、合法証明システムをつ

くるということで、その調達方針と合法証明システムはホームページできちんと公表する。

さらに輸入材についても、そこに書いてあるように、まず覚書をとった上でトレーサビィ

リティレポートを提出してもらい、さらにはその現地確認を行うといったことです。国産

材についても、同じく、団体認定のある場合は団体認定を確認しますが、それ以外の場合

は輸入材と同じ取り扱いをするということと、製紙業界の場合は、全量、合法木材、合法

確実な木材を使うということで、分別管理は行わないということが書いてあります。 

 資料５ですけれども、資料５は、現在、製紙業界で行っている違法伐採対策モニタリン

グ事業でございます。先ほどご説明した調査マニュアルに基づいて、製紙連合会会員各社

に訪問をして、実際にモニタリングをさせていただいております。さらに、モニタリング

をした結果については、第三者委員で構成される監査委員会のほうに報告をして、さらに

内容についてチェックを行ってもらうという形になっているものでございます。 

 それから、１ページめくって、【資料２】のところにチェックリストというのがございま

して、このチェックリストの内容をモニタリング事業の中ではちゃんと調査をしていると

いう内容になってございます。後ほどまたご説明がありますけれども、今回つくろうとし

ているデューディリジェンス・システムの中では、このモニタリング事業もその中に組み

込まれるという形で考えております。 

 次に、資料６ですけれども、資料６は日本製紙連合会の環境に関する自主行動計画とい

うことで、これは製紙連合会のほうで取り組んでいる環境に関するさまざまな取り組みを

一番包括的に決めている内容でございます。この中にも違法伐採対策については盛り込ま

れているということになってございまして、３ページの一番上のところに④として、「違法
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に伐採され、不法に輸入された木材、木材製品は取り扱わない」ということで、それを書

いてございます。また、日本製紙連合会は会員企業の取り組みに対して監査及び調査を行

うということもこの中で決められております。 

 資料７ですけれども、これは、先ほど申し上げたモニタリング事業で毎年度調査をした

内容については、このような形で製紙連合会のホームページにおいて公表するということ

でございまして、これは、毎年度、こういった調査報告を出しているという資料でござい

ます。 

 ２から７につきましては以上でございます。 

【籾井委員長】  ありがとうございます。 

 資料８から１０については私のほうから簡単にご説明いたします。資料８、ＥＴＴＦ Sy

stem for Due Diligenceという資料ですが、ＥＴＴＦというのはEuropean Timber Trade 

Federation の略でございまして、ヨーロッパの木材業界団体です。この文書はこのETTFの

出しているデューディリジェンスをどうやってやるかというガイドのようなものです。こ

の中の３ページを見ていただくと、枠がありまして、これを使うに当たって必要になって

くる、あるいは活用してもらいたいという文書があります。その一番下のところに「Due 

Diligence Manual Template」というのがございます。こちらはこの資料にはついていない

んですが、今回、皆さんのご意見を伺いたいマニュアル(案)に関しまして参考にしている

ものでございます。 

 次の資料９、Australian Industry Timber Due Diligence System、こちらのほうはオー

ストラリアの業界団体の出しているデューディリジェンス・システムのマニュアルですけ

れども、こちらも参考にいたしました。以上の２つをベースにしているのがきょう御意見

を伺うマニュアル(案)となっております。 

 それから資料１０ですが、こちらは前回の委員会のときにご紹介しました、チャタムハ

ウスというイギリスの国際問題研究所の出している研究報告書です。これは私が執筆を担

当しまして、日本における合法性証明制度と欧米のシステムの違いといったものをまとめ

たものです。 

 これまでの説明に関して何かご質問などありましたらお願いいたします。よろしいでし

ょうか。 

 では、本日のテーマですが、資料１、日本製紙連合会違法伐採対策デューディリジェン

ス・ツール（案）について進めてまいりたいと思います。一応私のほうから、初めから説
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明をさせていただこうと思いますが、途中でご意見ご質問がございましたらお願いいたし

ます。 

 先ほど言いましたように、こちらはヨーロッパとオーストラリアの業界団体が出してい

るマニュアルをベースに、ほとんど同じで、少し簡単にしたものというふうに考えていた

だだければ良いと思います。前回ご紹介しましたＮＥＰＣｏｎという認証を行っているＮ

ＧＯがありますが、ＮＥＰＣｏｎはＥＵの木材法の登録モニタリング機関として認められ

ているところで、ＮＥＰＣｏｎとヨーロッパの木材業界団体、それからオーストラリアの

業界団体と共同で同じようなマニュアルをつくっております。こういう背景から、今から

ご説明するマニュアルもそれに沿った形をとっております。 

 目次のほうを簡単に見ていただきますと、まずはじめに、デューディリジェンスとは何

かといったことを簡単に書いておりまして、２番目で、今、上河さんのほうからご説明い

ただいている、どういった文書を参考にするかといったこと、それから３番目については、

後でご説明しますが、コミットをするというステートメントを出すということを書いてい

ます。４番目、品質システム・管理につきましては、これは社内の制度と申しますか、ど

こをどういった担当部署でどういう検証をするかといったこと、５番目、原材料の保管の

仕方、６番目、このマニュアルが対象とする製品の適用範囲、７番目にサプライチェーン

情報へのアクセスとなっております。前回ご説明しましたが、このサプライチェーンの情

報にアクセスできるようにしておくというのがデューディリジェンスの１つの要素です。

それから、８番目のリスクアセスメント、これをどうやってやるかということ。そして９

番目に、リスクがある場合、緩和措置はどうやるかといったものです。まだドラフトの段

階でして、あまりきれいにできておりませんのでご了承ください。 

 では４ページをごらんください。「はじめに」というところで、これは本当に形式的なも

のなので、一応オーストラリアのマニュアルに書いてあるものをベースに少し書いてあり

ます。初めから読んでいきますと、「本文書は日本製紙連合会の木材・木材製品の調達のデ

ューディリジェンスマニュアルである。マニュアルは、日本製紙連合会会員企業の合法調

達方針の補助となることを目的としている。」次の空欄に個々の企業名を入れていただくの

でもいいです。「本マニュアルは、  社が木質原材料の調達においてＤＤを行うことによ

り、同社が違法に伐採された木材製品を調達するリスクを最小化することを目的としてい

る。  社の主な事業は  である。本マニュアルとその各項目の実行に当たって、デュ

ーディリジェンスとは、  社が違法に伐採された木材・木材製品を調達するリスクを最
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小化するために同社が事業行為において取る一連の措置を意味する」。ちょっと長いですの

で、ここは必要ないという部分は適宜カットしていいと思います。 

 「本マニュアルの内容は」、ここから先はこの製紙連合会独自のステートメントですが、

「米国レーシー法、ＥＵ木材規制法、オーストラリア違法伐採禁止法にある条件に準拠す

るために作成されている」。この部分が一番大切なステートメントになるかと思います。そ

して、「本文書中にあるＤＤの各過程は、同社の全サプライヤーと、同社の調達する木材製

品すべてに適用する」。先ほど摘要範囲を指定するというふうに言いましたので、指定する

のであれば、ここの部分は削除すべきかと思います。これについて何かご意見がありまし

たら。 

【上河アドバイザー】  よろしいですか。まず、「本マニュアルの内容」のところで、レ

ーシー法、ＥＵの木材規制法、オーストラリアの違法伐採禁止法、この３つを挙げている

ので、これでいいと思うんですけれども、今、政府というか、与党のほうで検討されてい

る日本の違法伐採法が近いうちに制定されると思うのですね。これは、おそらくこの報告

書ができるのと同じぐらいのタイミングで制定されるかと思っていますので、それもやは

りここには入れておいたほうがいいのではないでしょうか。 

【籾井委員長】  はい。もしできていなくても、日本の制度にも準拠するためにという

ことは書いておくほうがいいですか。 

【上河アドバイザー】  そうですね。 

【籾井委員長】  わかりました。 

 ほかに何かございますか。 

 では、また何かありましたら後ほどお伺いします。 

 次、１.１木材調達におけるデューディリジェンスプロセス。これはもともとのマニュア

ルの原本はかなり長い説明がいろいろと書いてあったんですが、それに関しては、前回お

配りしている、昨年作成しました報告書のほうに説明をかなり詳細にしております。です

から、必要があればそちらをごらんいただくというほうがこのマニュアルは使いやすいと

思いまして、非常に簡単にまとめてみました。「本マニュアルにおいて、デューディリジェ

ンスとは、以下の３つの段階を踏み木材の違法リスクを回避することを意味する。（１）必

要情報にアクセスできること、（２）リスクアセスメント、（３）リスク緩和措置」、これに

ついては前回説明したとおりですが、「（２）でリスクが低いということが確認できれば、

（３）を行う必要はない」と。すみません、私、ここに「リスクが低い」というふうに書
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いておりますが、ヨーロッパのほうでは「無視できるレベルのリスク」という言い方をし

ておりまして、そこは統一したほうがいいかと思いますが、ヨーロッパ式の記述でいいか

どうかといったことも、後ほどまとめてでも結構ですので、ご意見をいただければと思い

ます。「（２）でリスクが低いことが確認できれば、（３）を行う必要はない。（３）でリス

クが緩和できない場合には、当該製品の購入をやめる」と、購入しないということになり

ます。 

 ２番目、使用文書。「本マニュアルに従い行うＤＤにおいては、以下の文書を使用する」

ということで、上河さんのほうから先ほどご紹介いただきました「違法伐採対策に対する

日本製紙連合会の行動指針」、それから「生物多様性保全に関する日本製紙連合会行動指針」、

「製紙業界の違法伐採対策」、「日本製紙連合会違法伐採対策モニタリング事業」、「日本製

紙連合会『環境に関する自主行動計画』」、「製紙業界の違法伐採対策の取り組み状況につい

て」と書いております。もしこのほかに、これも参考にすべきだというような文書がござ

いましたら、ぜひご意見をいただければと思います。 

 ３番目、合法調達へのコミットメントとありまして、これはオーストラリアとヨーロッ

パのほうで書き方が少し違うんですが、ここは、製紙業界では既に原材料調達方針を策定

して、ホームページで公表されていますので、各社の原料調達方針を参照という記述でよ

いのかと思っているところです。何かご意見ございましたら。 

 あとは、これはもう少し大きなテーマになって、後からもまたディスカッションできれ

ばと思っているんですが、このマニュアルで言っている「合法調達」という、そこの「合

法」の定義が、今の日本政府で出している「合法性」の定義ではなくて、欧米のスタンダ

ードに沿ったものというようなことをどこかに入れるべき……、先ほども少し出しました

けれども、ここでも入れたほうがよいのかなと思っております。 

 では４番目、品質システム・管理。４.１担当部署・担当者というところですが、本マニ

ュアルに従ってデューディリジェンスを実行する場合の担当部署・担当者というのを決め

ておく必要があるということですので、既に原材料調達方針に従ってモニタリングも行わ

れておりますので、それを担当されているところになるのだろうと思っておりますが、４.

１.１担当者。「全条件への準拠に責任を持つのは以下の担当者とする」と。これは、業界

団体のマニュアルに書いてあったものをここにリストアップしておりますので、ここまで

必要ないとか、もっとこういうことが必要だという情報項目がありましたら教えていただ

ければと思います。 
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【上河アドバイザー】  よろしいでしょうか。担当部署・担当者ですけれども、日本製

紙連合会のモニタリングのほうでは、いわゆる責任者と担当者を分けていますが、その辺

はどうでしょうか。一応実質的責任者と、それから担当者というか、実務をやっている人

と責任を持つ人と分けて書いてあるので、分けることはできると思います。どっちがいい

でしょうか。 

【籾井委員長】  わかりました。これは多分私の訳し方の問題だと思います。多分、

Responsible Departmentとか、そういう書き方をしていたのではないかと思います。ちょ

っとお待ちください。そうですね、「Assignment of Responsibilities」と書いてあるので、

「担当」というふうに私が書いておりますが……。 

【上河アドバイザー】  責任者と担当者と分けて２つ書いたほうがいいと思います。 

【籾井委員長】  どちらでも。 

【上河アドバイザー】  どっちでもいいですか。 

【籾井委員長】  はい。 

【上河アドバイザー】  そうですか。今までやってきている流れからすると、２つ書い

たほうがいい。 

【籾井委員長】  ２つ書いたほうがいい。じゃあ、そうしましょう。 

【上河アドバイザー】  はい。 

【籾井委員長】  このマニュアルは、欧米でも、こういうふうなマニュアルもあります

よというふうな出し方をされていて、義務として出しているわけではないので、自由に変

えて構わないと思います。 

【上河アドバイザー】  はい。 

【事務局（大渕）】  よろしいですか。そこの担当者のところの説明で、「全条件への準

拠に責任を持つ」と書いてますが、もうちょっとわかりやすい日本語があればありがたい

と思うんですけれども。 

【籾井委員長】  はい、すみません。少し考えて、次回までに改良しておきます。 

 じゃあ、次に進んでよろしいですか。４.２研修・能力育成。研修について、これは各社

で行われるであろうと想定される条件を入れていただければいいと思うんですが、例えば

調達にかかわる方全員なのか、それとも、このデューディリジェンスだけに関係する方な

のかといったようなところ、それから研修は半年に一度なのか、それとも１年に一度なの

か。それから、「  社の合法調達方針及び本マニュアル中のＤＤの各過程がきちんと準拠
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されることを目的として行う」、「日付や参加者を含む研修記録を取り保管しておく」、「初

めて参加する社員の研修は、すでに研修を受けた社員が責任を持って行う」、「研修やその

他の能力育成に関わる記録は、５年間保管しておく」となっています。 

 これは次にも関係するんですが、４.３デューディリジェンス改定のプロセスということ

で、このマニュアルも含め、デューディリジェンスのやり方だとかシステムというのは、

見直し、改定を続けていくもの、ＰＤＣＡサイクルに従ってどんどん進化させていくとい

う考え方でいっていただきたいんですが、デューディリジェンスの統括担当者、あるいは

第三者を入れる場合は独立第三者は、「ＤＤシステムの維持、見直し、改訂を１年に１度行

う」と書いてありまして、これは最低でも１年に一度は行ったほうがいいだろうと思いま

す。 

 それから、サプライチェーンに変更があった場合、またはサプライヤーを新しくしたと

か、新しい製品を購入する、あるいは新しい樹種を調達するという場合には… すみません、

ここも訳の仕方ですが、「調達プログラムに含まれる場合」というのは、つまりそういう変

更が調達にあった場合、「その都度サプライチェーンとリスクアセスメントの結果を見直

し改訂する」ということです。改訂するというのは、デューディリジェンスのシステムを

改訂するということです。ここは何かご質問ございますか。 

【松本委員】  確認させていただきたいのですが、製紙連スタンダードをつくろうとし

ている中で、この改訂プロセスは各社がやるものですか、製紙連がやるものですか。 

【上河アドバイザー】  各社です。 

【松本委員】  ええ、ここだと各社のようなイメージですけど、スタンダードを一度つ

くっておいて、それで各社がばらばらに改訂していって、まとまりがつかない形にならな

いかを心配しているのですが。 

【上河アドバイザー】  一応、今、考えているのは、製紙連合会は、このデューディリ

ジェンスのシステムのマニュアルというか、これを、ある意味でひな形的に示して、あと

は各社で持ち帰っていただいて、それで各社ごとに実情に応じて、その辺は少し変えてい

ただいて使っていただいて結構だと考えています。そういう意味から言えば、改訂という

のは各社で１年に１回、ずっとやっていただくというほうがいいということであって、こ

の製紙連合会のひな形自体をまた毎年度見直すかどうかということについては、今、モニ

タリング事業をやっていますので、モニタリング事業の中で、必ず１年に１回は監査委員

の方に見てもらってチェックが入りますので、その際にこれについても、その場で、見直
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しが必要であれば直すというふうにしていけばいいのかなと考えてますがどうでしょうか。 

【松本委員】  製紙連側も、各企業側も、両方とも改訂する可能性があるということで

すね。 

【上河アドバイザー】  そういうことですね。そういう形で考えていこうかなと思って

います。 

【籾井委員長】  そうですね、使い方としてはそういうふうな想定をしています。 

【上河アドバイザー】  もちろん我々のほうとしても、各社のほうにモニタリングに行

きますので、内容も全部チェックをするという格好でやっていきたいと思います。 

 あと、よろしいですか。研修のところですけれども、研修のほうは、これは例として半

年に一度と書いてあるんですけれども、ここはやっぱり最低でも１年に１回はやるとか、

そんな感じなのですか。 

【籾井委員長】  おそらくこれを始めたときには１年に１回だと少ないと思います。な

れてくれば１年に１回ぐらいでいいかもしれないけれども、半年に一度というのがどこか

に書いてあったのか、ちょっとわかりませんが、これは各社さんで、ここで求められてい

ることをするのに、今、されているレベルとどのぐらいギャップがあるかというところに

よると思うんですが……。 

【上河アドバイザー】  決まりがあるわけではないんですね。 

【籾井委員長】  はい。 

【上河アドバイザー】  今は、各社さん、森林認証とか何とかでは、そういう研修とい

うか、それは義務づけられていますよね。そうではないですか。 

【松本委員】  教育記録とか……。 

【上河アドバイザー】  記録をつけるとか、何かやっていますよね。あれは少なくとも

１年に１回ですか。必ずしもそういうわけでもないでしょう。 

【石田委員】  あとＦＳＣなんかから言われているのは、こういうマニュアルだとかを

改訂した場合、どこか変更した場合はその記録を残さないといけない……、必ずそれにつ

いて教育しなさいというふうにはよく言われますね。 

【上河アドバイザー】  あと担当者がかわった場合がありますね。この辺は、どういう

ふうにやればいいのかというのは、ある程度、考え方を整理しておいたほうが、多分各社

さん、混乱しないと思います。 

【籾井委員長】  わかりました。じゃあ、これは少し個別にご意見を伺えれば……。 
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【上河アドバイザー】  ええ、また各社の事情を聞いていただいて。 

 それからもう一点、改訂のプロセスのところで「ＤＤの統括担当者または独立第三者」

と書いてあるんですけれども、統括担当者というのは、おそらく前のところで言うところ

の責任者というか、担当者ですよね。 

【籾井委員長】  はい。 

【上河アドバイザー】  だと思うんですけれども、「独立第三者」という意味がちょっと

よくわからないんですけれども……。 

【籾井委員長】  これはまさにＮＥＰＣｏｎとか、そういうところに依頼してやるとい

うのを想定して書いてあると思いますが、認証団体など、基準作成のプロ、そういうとこ

ろに依頼をして、正式な見直しとか改訂を依頼するということを想定していると思います。 

【上河アドバイザー】  それは、我々の場合でいくと、あまり想定できないのかなとい

う感じもするのですが。 

【竹内委員】  例えば我々王子グループでは、トレーサビィリティレポートの監査を年

１回、ＦＳＣの絡みでＳＧＳさんにやってもらっています。そういうものをこれに取り入

れてとかというイメージでもいいんでしょうか。 

【上河アドバイザー】  そうですね、確かにそういうのはあるかもしれないですね。 

【籾井委員長】  そうですね。日本の場合は、特にこれをしているところというのがま

だないので難しいですね。 

【上河アドバイザー】  でも、今、竹内さんがおっしゃられたように、今、第三者にト

レーサビィリティレポートチェックをやっている会社は結構ありますので、そういう中に、

今言ったような見直しみたいなプロセスも入れるという手もあるかもしれないですね。 

【籾井委員長】  そうですね。 

【上河アドバイザー】  そういう意味では残しておいたほうがいいんですね。どうでし

ょう。 

【籾井委員長】  例えば「または適切な場合、独立第三者は」とかいうふうにしますか。 

【上河アドバイザー】  「必要に応じて」ぐらいですかね。 

【籾井委員長】  はい。 

 次に進んでよろしいですか。４.４記録管理の手続き。「すべての課程、要素について記

録を取る」、これはデューディリジェンスのですね、「記録はデジタルでも紙ベースでもよ

いものとする、記録は最低５年間保持する、ＤＤに関して必要な記録は以下を含む」。これ
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はあくまで例なので、これは違うとかいうのがありましたらぜひ教えていただきたいんで

すが、「売買契約書、協定書、請求書、インボイス、トレーサビリティレポート、森林認証

証書、団体認定書、合法証明書、内部監査報告書、第三者監査文書、現地確認報告書」と

いうふうに、英語を日本語にしていますので、ちょっとこれはおかしいというのがあれば

ぜひ教えてください。これは資料９のオーストラリアのデューディリジェンス・システム

の文書のほうの６ページにもともとの文書のリストがございます。 

【竹内委員】  「必要な記録は以下を含む」というのは、これが全てそろっていなけれ

ばいけないという意味ではないんですか。 

【籾井委員長】  ではないと思います。要するに後半部分で説明しますリスクアセスメ

ントができればよいので。 

【上河アドバイザー】  これは全部でないといけないというわけではないのですね。そ

れからまたこれ以外でも場合によっては必要なものがあればという感じで、まあ、例示み

たいな感じでとっていいのですね。 

【籾井委員長】  一応このもともとの文書ですと、ここに挙げている文書はデューディ

リジェンス・システムに関係があるというふうに書いてあります。 

【上河アドバイザー】  関係がある。 

【籾井委員長】  なので、例という認識でいいのではないかと思います。これは、例え

ば全部そろえるというのは当てはまらない場合もあると思います。これがある場合はこれ

を保管しておけということでいいと思うんですが。 

【上河アドバイザー】  そうですね、そんな感じですよね。 

【籾井委員長】  これがある場合は保管で、ない場合で、それがないとリスクアセスメ

ントができないときは入手しなければいけないです。 

【上河アドバイザー】  いけないということ。ここに挙げてあるものは、大体、今でも

モニタリングの中でチェックしている文書なので、だから各社、大体対応できると思いま

す。 

【籾井委員長】  わかりました。じゃあ、この「以下を含む」という表現を少し変えま

す。 

【上河アドバイザー】  はい。 

【石田委員】  この現地確認報告書というのが微妙でして、前に言われたことがあるん

ですけれども、現地の伐採許可書がないかとか、トラックがチップ工場におさめるときの
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納品書的なものを出せないかとか、あと納税証明書はないんですかとか、そこまで入れる

と、正直言って、なかなか対応できなくて……。 

【上河アドバイザー】  ここで言っている現地確認報告書というのは、イメージ的には、

例えば本社の社員が出張に行って出張報告を書きますね、そういったもののイメージであ

って、証明書みたいなものはここでは考えていないのです。そういうものだといいのです

が、確かにそれはちょっと難しいですね。 

【籾井委員長】  そうですね、今おっしゃっていたような文書が必要になるシチュエー

ションというのはリスクが高い場合ですね。 

【上河アドバイザー】  高い場合はそうですね。ただそれは、今、ここで書かなくても、

また先のところで、もし必要があればそういった対応をするとか。 

【籾井委員長】  はい、それは去年の報告書に入れているんですが、ＥＵで出している、

合法性を確認するためにどういった文書がとれるかというリストの中にあります。ですか

ら、このマニュアルは去年の報告書とセットで見ていただくことは必要になってくるかも

しれないです。 

【上河アドバイザー】  そうですね。 

【籾井委員長】  じゃあ、次に参ります。４.５コミュニケーションルールですが、ここ

はぜひご意見をいただきたいというか、上河さんからもご質問があった部分ですが、「  

社は、ＤＤを本マニュアルに従って行った場合でも、対外的に『ＤＤ認証』、『リスクアセ

スメント済み』などの表現を使用しない」というのは、オーストラリアのほうも、ヨーロ

ッパのほうも、どちらも書いてあります。さらに言うなら、ローリスクとか、そういうこ

とも言ってはいけないと書いてあるんですが、これに関して何かご意見はありますでしょ

うか。これは、つまりデューディリジェンスをやりましたということ以上のことを言わな

いでくださいと、これを何かの認証だとか証明のように使ってはいけないという……。 

【上河アドバイザー】  そういうことですよね。 

【籾井委員長】  はい。例えばデューデリがもっと日本で進んできて、デューデリ認証

というのを第三者機関がするようになった場合は、そちらの認証を受ける、そうすれば認

証したということを言ってもいいけれども、このマニュアルを自分で使ってやっている場

合はいけないと。 

【松本委員】  非常に素朴な疑問ですが、認証という言葉は確かに避ける必要はあると

思うのですが、デューディリジェンスをしましたということと、リスクアセスメント済み
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ということが、どの程度のニュアンスの差があるのかについて、イメージがわかないので

すが。 

【籾井委員長】  すみません、これは私がちょっと簡単にし過ぎたと思いますが、そう

いった表現を、対外的に、例えば製品に書いたりとか、そういうことをしてはいけないと

いう意味ですが、そこをつけ加えないといけないですね。 

【上河アドバイザー】  そこはそういうふうにつけ加えたほうがいいですね。 

【松本委員】  当然のことながら、日本の合法証明制度改訂に際して、デューディリジ

ェンスが言葉として出てきていますので、デューディリジェンスをやったかと聞かれたら、

やりましたと……。 

【上河アドバイザー】  それはやっぱり言いたですね。 

【松本委員】  言いたいですね。 

【上河アドバイザー】  だから、認証という言葉は避けたほうがいいですね。 

【籾井委員長】  こちらに関しては、もうちょっと詳しい説明が、資料８、ＥＴＴＦの

システムのほうにあります。１０ページです。附属書２、Communications Protocolという

のがありまして、１.１の第１パラグラフの一番最後のほうに書いてあるんですが、risk 

assessedとか、risk assessed timber、low risk timber、independently audited timber、

RPP certified、RPP approvedというようなことを言ってはいけないと。同じようなことが

オーストラリアのほうにも書いてあります。私から１点、質問させていただきたいんです

が、この前、お打合せをしたときに出た合法証明済みの文書です。 

【上河アドバイザー】  合法証明ですね。 

【籾井委員長】  はい、あれをどうするかということも……。 

【上河アドバイザー】  今の日本の法律の中でも議論されている中では、「合法性を証明

する」という言い方は、ちょっとおかしいのではないかと。やっぱり「合法性を確認する」

とかいうのであれば別にいいだろうという話があって、なるべく「証明」という言葉は使

わないほうがいいのではないかと考えます。現在検討中の法案の議論の中にはあるんです

ね。「証明」という言葉は、なるべくなら避けたほうがいいのかなという気はするんですが。

ただ、林野庁のガイドラインに「証明」と書いてあるのですね。だから、そこのところは、

日本でそういうふうにしなさいと言われていれば、やっぱりそれに従わざるを得ないと思

います。 

【籾井委員長】  じゃあ、やっぱりこの間お話ししていたみたいに、両方やるという感
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じなんですね。 

【上河アドバイザー】  両方というと？ 

【籾井委員長】  日本のシステムに沿った作業と、こちらのマニュアルに沿ったものを

並行してやるという感じですね。 

【上河アドバイザー】  そういう感じです。 

【松本委員】  日本製紙でもこの点は引っかかっていて、対外的に出す文書で「証明」

という言葉はなるべく使わないようにしています。 

【上河アドバイザー】  確かにそうですね。 

【松本委員】  何のルールに基づいて確認していますというレベルにとどめるようにし

ています。 

【上河アドバイザー】  そのほうが本当はいいと思うんですね。ただ林野庁のガイドラ

インでは合法証明書をとりなさいと書いてあるので、そうすると、お客さんから合法証明

書をくださいと言われれば、どうしても合法証明書を出してしまいますね。。 

【籾井委員長】  では次に参ります。５原材料の保管。「受け取り、加工、梱包、輸送の

間を通して、輸入許可を経て日本に入ってきた原材料を、由来の不明なもの、違法なもの

と分けて管理する。担当者は上記を確実にし、輸入許可を得て日本に入ってきた原材料を

  の表記によって目視確認できるようにしておく」。ここは、各社で何かマーキングなど

されていれば、そこを埋めるということになると思うんですが、「第三者認証製品、第三者

合法性証明製品はそれぞれの条件に従って保管する」。 

【上河アドバイザー】  ここはちょっと、最初のところで、由来が不明なものとか違法

なものは分けて保管すると書いてありますね。でも製紙連合会の考え方としては、基本的

に我々はそんなものは一切扱わないというふうに言っているので、こういったものが入っ

てくるということは想定できないと考えます。 

【竹内委員】  ただ、実際に間違えてそういうリスクのあるものが入ってくるとき、ま

あ、よくこれはＦＳＣのものでも言っていますけれども、そういうときには混ざらないよ

うにちゃんと管理してくださいというのは言われるんですね。 

【上河アドバイザー】  では、これが入っても特に問題はないのでしょうか。 

【籾井委員長】  これはでも、よく見ると何となく不思議な文ではありますね。なので、

これを逆にするほうがいいのかと思います。合法性なのか、合法性を確認できていないも

のと分けて管理するとか……。 
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【竹内委員】  でも、確かにそうですね。これをわかっていたら入れないというのが確

かに大前提にあるんですね。 

【上河アドバイザー】  大前提があるのですね。それでこれを見ていくと、何となくち

ょっとしっくりきません。 

【籾井委員長】  多分そういう意図で書いたのではないと思いますが。 

【上河アドバイザー】  ですので、ちょっとここはと思いますか、どうしますか。 

【松本委員】  これは現実的に、例えば輸入丸太の製材廃材の中には、グレーなものが

入ってくる可能性はあるわけですね。今度の法律改正で規定されるものと製紙連で規定さ

れるものが同じレベルであればここは問題ないのでしょうが、そこにレベルの差があった

場合厄介です。我々、その様なものは買わないと言いながらも、完全に取り仕切れない部

分が出てきますので……。 

【竹内委員】  それは、製材廃材も、さかのぼって調査しないで、由来がここで言う不

明なものに入っちゃうとか、そういう意味ですか。 

【松本委員】  そういうケースもありえますね。 

【竹内委員】  確かにそうですね。厳密の意味では、大元の森林までは確認できていな

い。 

【上河アドバイザー】  できていないものもありますね。 

【松本委員】  今は、森林認証でもこの点はうるさくチェックされますが、間違えて入

ってきちゃったというケースも必要かな。 

【上河アドバイザー】  そうですね。ここは書き方を少し、逆に、そういったリスクの

可能性が高いものが入ってきた場合にはそれを分けてやるとか……。 

【籾井委員長】  違法な可能性があるものと……。 

【上河アドバイザー】  「ある場合には」とか、そんな感じのものにすると……。 

【松本委員】  「リスク未確認」等の表現の方が適切で、「違法」は言い過ぎでは？ 

【上河アドバイザー】  そうですね。もし万が一そういうものが入ってきた場合には、

それは分けてやりますよということだと思うのですけれども。 

【籾井委員長】  じゃあ、ちょっと考えてみます。 

【竹内委員】  すみません、今、これは、表現としては、輸入したものが対象という意

味ですか。 

【上河アドバイザー】  ですからこれは、我々の場合で言うと国産も入ってくるわけで
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すね。だから「輸入」という言葉は全部取ったほうが。購入という言葉にした方がいいと

思います。 

【籾井委員長】  わかりました。 

【竹内委員】  国産も含めてでいいんですよね。 

【上河アドバイザー】  ええ、全部。だから「輸入」というのは全部「購入」のほうに

置きかえたらいいと思います。そういう意味では、日本に入ってきた・日本に入ってこな

いというのではなくて、工場とか、そういうところに入ってきた場合ということになると

思います。 

【籾井委員長】  では、次、適用範囲。「以下の表に対象となる製品を記載する」。ここ

にあります「サプライヤーマネジメントフォームを使用してもよい」というのは、これは

ＮＥＰＣｏｎがつくっている文書で、サプライヤーへのアンケートみたいなものです。た

だこれをあえて使わなくても、おそらく皆さん何かそのようなものをお持ちだと思います

ので、そこに何々を使うというふうに入れていただいてもいいと思います。対象製品は、

これは上河さんに入れていただいていると思いますが、木材チップ輸入・国産、それから

パルプ輸入・国産というふうにしております。 

【上河アドバイザー】  ここで学名というのは、こういうリスクアセスメントの場合に

はやっぱり必須項目になるんですか。 

【籾井委員長】  必須項目ではありません。学名は必須項目ではないんですが、不明瞭

な場合は学名で確認しなければいけません。 

【上河アドバイザー】  いけないということはありますよね。だから、海外から買って

くる、例えばユーカリだとかアカシアというのは、樹種というのはわりと特定しやすいの

ですけれども、例えば日本の広葉樹の山を買ってきたら、広葉樹林は何百種類と入ってい

るんですね。それを全部ここに書けと言われても、それはちょっと無理ですね。 

【籾井委員長】  資料８のほうには一応樹種のリストがついています。一番最後の、２

５ページから横になっている部分ですが、このリストは、これを絶対持っていなくてはい

けないというよりは、こういうものを用意しておくとよいという感じなんですが、ただこ

こに、一番上に書いてあるんですけれども、「The following list contains a number 

for species」というところの一番最後に「connected with illegal logging」と書いてあ

るので、違法伐採と関連性があると確認された樹種をここに書き出している。つまり違法

伐採の事例があった樹種をここに出しているんですね。そういうリストをつくるというの
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は１つ案としてあるかもしれませんが、ただ、これはどうしても書かなければいけないと

は書いていません。 

【上河アドバイザー】  ただアメリカのレーシー法でも、様式の中では樹種と学名で入

っていますね。だから、方向としてはそういう学名はなるべく書く方向でやるということ

ですね。 

【籾井委員長】  それはあればあるに越したことはありません。 

【上河アドバイザー】  ということですよね。 

【籾井委員長】  このマニュアルは、先ほどから申し上げていますけれども、とにかく

一番簡単にできるところまでしてあるので、ここまでだったらできるというところをでき

るだけ基準を高めに特定していただければと思います。 

【上河アドバイザー】  はい。 

【竹内委員】  ハードルを上げるつもりは毛頭ないんですけれども、一応前提としては、

木質の製紙原料であるチップとパルプが対象となっている……。 

【上河アドバイザー】  そうですね。 

【竹内委員】  例えばですけれども、非木質紙みたいなものの原料みたいなものは一応

対象には入れていない……。 

【上河アドバイザー】  今のところ、これは、考えているのはあくまで木質系だけです。 

【松本委員】  木質以外のものを入れるとあまりにも分散し過ぎますね。 

【上河アドバイザー】  入れると、確認書も全く違ってきますし、法律も違ってくると

いうこともあるので、これはあくまで木質だけということで。 

【籾井委員長】  じゃあ、次に参ります。７サプライチェーン情報へのアクセス。ここ

から先は、前回、デューディリジェンスというのはこういうふうなものですよということ

でご説明した内容を思い出していただければと思うんですが、「下記のサプライチェーン

に関する情報を（相応に現実的な程度において）」、これはオーストラリアの表現ですが、

「調達前に収集する/アクセスできるようにしておく」としています。「そのために、サプ

ライヤーに対し情報提供への合意文書に署名を要請する」。 

 どういう情報を入手しなければいけないかというのがａからhまで書いてありますか、

「製品の種類、市場に出ている全製品の樹種の通称と学名、（木材の伐採された）原産国、

（リスクがより高い原産国では）地域、森林伐採地区、木材製品が製造された国」、加工国

ですね、それから「製品のサプライヤー・リスト（商号、国名、住所）」と書いてあります。
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「（規制対象となる）購入予定の木材製品の量」、つまりこのマニュアルが範囲としている

「購入予定の木材製品の量（数量、重量、ユニット数）」とありますが、これもまた適宜変

えていただいてもいいかもしれません。「該当する場合は以下を含む、木材・木材製品が関

連法規制に準拠することを示す文書またはその他の情報。ＦＳＣ及びＰＥＦＣとの相互認

証制度の認証証明書、第三者合法性証明システムへの準拠を示す文書、ＥＵ木材法、オー

ストラリア違法伐採禁止法によって認められた文書」。この一番最後の点ですが、これが適

用法に準拠していることを証明する文書ということで、前回、少し時間を割いて説明した

部分です。それから「サプライチェーン図」、自分のサプライチェーンはどういう業者が中

に入っているかというようなところです。これはいかがでしょうか。 

【上河アドバイザー】  ここに書いてある内容のかなりの部分は、今までトレーサビリ

ティレポートの中で収集している情報がほとんどだと思うのです。ただサプライヤーの名

前とかについては、これは多分できますよね。サプライヤーのリストというか、どういう

ところから買っているかというリスト、輸入もあれば国産もあると思うのですけれども、

数は確かに多いかもしれませんが、サプライヤーリストは多分それほど難しくなくできる

のではないかと思います。 

 あと（数量、重量、ユニット数）のところは、、チップやパルプは全部トンでやっている

ので、これは特に分けなくて、「製品の量」でいいと思います。 

【籾井委員長】  括弧を削除でよろしいですか。 

【上河アドバイザー】  「量」でいいと思います。 

【飛田委員】  サプライチェーン図というのは、サプライヤーごとに全部示すことにな

りますか。 

【上河アドバイザー】  ということではなくて、輸入の場合には、例えばどこどこの国

から、サプライヤーがあって、商社があって、商社から日本の製紙会社に入ってくる流れ

図みたいな感じです。オーストラリアだったらこうだとか、そんな感じのイメージですね。

国内の場合には多分もっと大ざっぱになってくると思いますけれども、ただ場合によって

は、国内チップを購入する場合でも、代行会社があって、代行会社に入ってくる場合と直

に入ってくる場合とありますね。そういう流れがわかるような図というイメージです。こ

れも多分製紙会社の場合はそんなに難しくなくできるのではないかと。そんなに複雑なサ

プライチェーンというのは製紙会社の場合にはおそらくあまりないと思うので、大体流れ

的には書けるかと思います。 
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【松本委員】  サプライヤーまでは簡単にさかのぼれると思いますけれども、そこから

川上のほうの伐採現場だとかというところまでとなってくると結構ハードルは高くなる…

…。 

【上河アドバイザー】  それはあるかもしれないですね。確かに国によっては。そこは

どの辺まで書けるかわかりませんが、いずれにしても、そこはわかりやすくというか、イ

メージ的には、そんなに難しいことを考えているのではなくて、示せる範囲での図という

イメージです。 

【竹内委員】  あとは、さっき出たような国内の製材廃材とかだと、製材工場で上は途

切れちゃうんですよね。 

【上河アドバイザー】  途切れてしまいますね。そこから先はちょっとわからないとい

う……。 

【籾井委員長】  そうしたら、この必要な情報に関しては、リスクアセスメントのとこ

ろを見ていただいた上で、もう一度検討していただくのがいいかもしれません。この一番

上に書いていますように、（相応に現実的な程度において）という、この表現を使うかどう

かは別ですけれども、これは絶対これを全部そろえなければだめだというものではなくて、

もちろん全部あればいいんですが、リスクを評価するのにこれだけあるといいですよとい

うリストです。 

 では７.１サプライチェーン情報の収集。「情報収集は、トレーサビィリティレポート（別

添１）により、リスクアセスメントがきちんとできるレベルで行う」、これは製紙連合会で

独自に使ってこられたものです。 

７.２サプライチェーンに関する情報へのアクセス。「サプライチェーンに関する情報が

不足していることは、リスクを意味する。この場合リスク緩和措置を取る」。 

 ７.２.１情報更新・改編。「サプライチェーンやサプライヤーに関する情報は、以下のタ

イミングで更新する。年に一回、サプライチェーンに変化があった場合」。 

 ７.２.２情報のギャップに関する評価。「リスクアセスメントの前に、サプライヤー情報

は確認しておくこと。不足する情報について評価し、これを情報のギャップと考えること」。

この情報にギャップがある場合はリスクがあるというふうに結論づけます。 

 そちらについてご質問がありましたら、このリスクアセスメントのところを少しお話し

した後にお受けしたいと思います。 

次に８．リスクアセスメントについてです。「リスクアセスメントでは、以下を含む項目
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についてリスクが低い/無視」、ここはどちらの表現にするかというのは教えていただきた

いところでございますが、「できるか否かを検討する。製品、樹種、原産地、サプライチェ

ーンの複雑さ」と、すごく簡単にまとめましたが、こういった項目について違法のリスク

が高い・低いというのを検討します。「リスクアセスメントについては、『違法伐採対策モ

ニタリング事業の調査マニュアル』（別添２）に基づいて実施する」と。 

 「リスクアセスメントのガイトとしては」、じゃあ、実際、どうやってやるかというと、

このマニュアルだけでできる場合ももちろんあると思うんですが、少し複雑になってくる

場合には、ほかに資料はいろいろとございまして、例えば先ほどのＥＴＴＦ、あるいはオ

ーストラリアの業界団体では以下を挙げております。Due Diligence System Guideという

のがありまして、これは添付には入ってはいないかと思いますが、もしも何かそういうの

があったほうがいいという場合はこれをつけるというのもいいと思います。 

【上河アドバイザー】  今回は資料には入っていない。 

【籾井委員長】  入っていないと思います。とにかく資料がものすごくいっぱいあるの

で、デューディリジェンスのマニュアルはこれです、ただこれを行うのにこういう資料を

使います、という資料がすごくたくさんありまして……。 

【上河アドバイザー】  そうですか。 

【籾井委員長】  それを全部というのは製紙業界ですでに使用されているものと重複す

る可能性がありますのでどうなのか。ただ、今、上河さんからご説明いただいたモニタリ

ング事業のマニュアルというのありますので、そちらに沿ってするのであれば、あえてま

たここに載せる必要はないのかもしれません。 

【上河アドバイザー】  ここには載せなくてもいいかもしれないですね。 

【籾井委員長】  もちろん参考資料としてつけるというのは賛成です。逆にそのモニタ

リング事業のマニュアルのほうに、こちらの内容を反映していただく必要があります。 

 少し進めます。「基本的に、以下の条件すべてが満たされる場合、リスクは低い/無視で

きると考えてよい（が、詳しくはＥＴＴＦ－０２を参照し、リスクアセスメントを行うこ

と）」、ＥＴＴＦ－０２というのは、先ほどのＥＴＴＦのこちらですね、このデューディリ

ジェンス・システムという資料を参考にやってくださいというふうにありますが、これは

参考としてつけている文章なので、ここは飛ばしていただいていいと思います。 

 どういった条件かといいますと、これは前回、大分ご説明しましたが、ａ)から順番に見

ていきますと、「ａ)原産国は国連安全保障理事会またはＥＵ理事会によって木材貿易を禁
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止されていない、ｂ）サプライチェーン中に、証明された違法行為は全くない」、これは、

すみません、日本語がちょっと変なのですが、つまり違法行為が証明されたという事実が

ないということ。それから、「原産国または樹種について違法制の蔓延は報告されていな

い」、報告というのは、例えばＮＧＯのレポートとか、そういうのも含みます。「ｄ）サプ

ライチェーン中には、特定することのできた企業のみ、限定的な数しか存在しない、ｅ）

木材または木材製品が適用法令に準拠することを示すために必要な文書はすべて、サプラ

イヤーによって用意されている、ｆ）原産国の腐敗レベルが低い」、腐敗レベルについては

後でまた少し触れますが、腐敗度指数、ＣＰＩのことを指しています。今のａからｆまで

の条件が満たされている場合はリスクは低いだろうと思っていいということですが、認

証・合法性証明木材の場合は、次の８.１に従って、制度の条件とＦＭレベルでのリスクを

評価すると。それ以外の木材の場合は８.２に従う。 

 ８.１、認証材の場合あるいは合法性証明木材の場合。「認証済みの木材製品の場合には、

ＦＳＣまたはＰＥＦＣの相互認証制度であれば、ＦＭ認証レベルで違法性に関する問題が

報告されていない場合、リスクは無視できるとみなす」、これは私が入れた文章で、もとも

とのマニュアルにはそういうことを書いていないんですが、今現在、業界を中心にもう少

しデューディリを簡素化したほうがいいのではないかという動きもヨーロッパ、オースト

ラリア、アメリカでありまして、ＦＳＣあるいはＰＥＦＣであれば、ＦＭレベルで問題が

なければいいのではないかということを提案しているところもあります。これについてご

意見をいただければと思います。「それ以外の認証制度の場合、８.２に従いリスクアセス

メントを行う」。認証材ではない場合ですね。 

 リスクアセスメントをどうやって行うか、８．２リスクアセスメントチェックリストで

すが、「８.１でリスクが無視できるレベルと特定できない場合、以下のチェックリストに

従ってリスクアセスメントを行う」と。こちらはヨーロッパのＥＴＴＦのチェックリスト

を持ってきております。左から、「リスクアセスメントを完結できるリスクのカテゴリー」、

ちょっとややこしい言い方ですが、つまりこれで、ここの４つは、これをチェックすれば、

もうここで、イエスかノーかで終わってしまうというカテゴリーですが、まず「ＦＬＥＧ

Ｔ材か？」、ＦＬＥＧＴというのは、前回ご説明しましたが、１１ページの表の一番下につ

けてありますForest Law, Enforcement, Governance and Trade programという、ＥＵが２

００３年から行っている森林法取り締まりガバナンスとして貿易のプログラムですが、そ

ちらに基づいて、ＥＵと２国間協定を結んだ国から出てくるライセンス材のことを指して
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おります。これがライセンス材であった場合、ここでリスクアセスメントが完結できる、

つまりリスクはないというふうに考えていいと。つまりライセンス材の場合はデューディ

リしなくてよいということです。 

 先ほどの２番目の「木材貿易禁止令は出ているか？」というところですが、これは、出

ていればもちろん買うことはできませんので、ここでおしまいと。そして３番目の「ワシ

ントン条約記載樹種を含んでいるか？」、これは４番目と一緒に見ていただきたいんですが、

「ワシントン条約のもと、正当な許可と必要書類があるか？」と。つまりワシントン条約

に記載されている樹種で、きちんとした文書が全部そろっているものはＦＬＥＧＴ材と同

じ扱いで、デューディリしなくてよいということです。ワシントン条約材は、今、ちょっ

と議論があるところではあるんですが、一応そういうふうになっております。 

 それから認証状況。「５．サプライヤーと製品の両方が」、「ＥＵ木材法」としていますが、

レーシーとかオーストラリアも含みます、「適用条件すべてに適合する、信頼できる第三者

認証制度の認証を受けているか？ ６．受け取った製品に、その製品の認証を確認できる

情報が付帯しているか？ ７．ＣｏＣがつながっており、サプライヤーの認証が有効であ

ることが確認できるか？」、これは、製紙業界さんの場合はほとんどの場合特に問題はない

と思います。５番目に関しては、ＦＳＣ、ＰＥＦＣはオーケーだというような、各認証制

度の公的な承認というのはＥＵのほうで行っておりませんので、ＥＵ法に沿った条件に適

合しているかというふうな書き方がしてあります。実際にはこの二つは適合していること

になっています。 

 次、樹種のリスク。「８．使用樹種に違法リスクがないか？」。 

 それから原産地リスク。ここがリスクアセスメントの中では一番難しい部分になってく

ると思います。「９．原産国/地における伐採に関して第三者の権利の侵害など人権リスク

を含む違法行為の重大なリスクがないことが確認できるか？」と。ここが先ほどから何度

か言っておりますように、現在の日本政府の出している合法性の定義というのは、特に人

権リスクとか、そういうことを含みません。伐採に関するものに限られておりますが、Ｅ

Ｕ、オーストラリア、アメリカでは、環境に関する法律ですとか、貿易に関するシステム

の法律ですとか、そういったものも含まれております。そちらも全て含んで重大なリスク

がないことが確認できるかということです。 

 「確認に使用する参考サイト」とありますが、これも前回、少しウエブサイトの図を挙

げてご説明しましたが、グローバルフォレストレジストリーというのがありまして、すみ
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ません、ここ、括弧が抜けています、ＦＳＣのナショナルリスクアセスメントと連動して

いるシステムですが、こちらにいきますと、ＦＳＣのコントロールウッドのナショナルリ

スクアセスメントのレポートを見ることができます。それからトランスペアレンシー・イ

ンターナショナルというＮＧＯ、あるいは世界銀行ワールドワイド・ガバナンス・インデ

ィケーター、世界銀行の出しているインディケーターですね、こういったもので、ガバナ

ンスですとか腐敗のレベルをチェックすることができます。こういったものをチェックし

ながら、原産国あるいは原産地のリスクを確認すると。ここがおそらく一番、プロセスと

しては時間がかかるところかなと思っています。 

 それからサプライチェーンのリスク。「１０．サプライチェーンに関する情報に、製品の

原産地を確認し管理の程度を特定できるレベルでアクセスできるか？ １１．加工や輸送

の段階で無視できないリスクを持つ製品（原材料）と混ざったりすり替わったりしていな

いか？ １２．樹種、数量、品質の分類は、関連規制に従ってなされているか？」。 

 この細かい点は、またまとめてお伺いしたいと思うんですが、今の表だけではわかりづ

らいと思いますので、１２ページ、次のページですね、リスクアセスメントのフローチャ

ートというものを作成してみました。これはオンラインのツールでつくったので画像がち

ょっと乱れていて読みづらいところがあるんですが、左から、貿易制裁があるかないかと

いうところからスタートしまして、もちろんある場合は買えませんので、その次には進め

ませんということで、まずここをチェックする。 

 その先、「ＦＬＥＧＴ材・ＣＩＴＥＳ材」、ワシントン条約に載っていて、許可証がちゃ

んとあるものかと。そうであるという場合にはリスクアセスメントはしなくてよい。です

からここは、この木材であれば何もしなくてよい。それ以外の場合、下の矢印、「上記以外」

というところに行っていただきたいんですが、上記以外の場合は、次のレベルが認証材か

非認証材かというところで分かります。「認証材」のほうに行きますと、認証材でも「条件

に合う制度か」とありますが、つまり上のＦＳＣ、ＰＥＦＣ以外のものである場合、ＥＵ

木材法などに指定されている条件に合う認証制度かという意味です。ＦＳＣ・ＰＥＦＣの

ＦＭ認証で問題がないということが確認できた場合、「Ｙｅｓ」と進みますと、これは、こ

の木材のレベルは無視できるというふうに結論づけてよいと。 

 少し戻りまして、それ以外の認証制度の場合、ＥＵなどで挙げている条件に合うかどう

か。合う場合、製品上に情報記載、ちゃんと関連情報が記載されているか。「Ｙｅｓ」の場

合、「ＣｏＣが有効か」と確認しまして、これらのプロセスすべてＹｅｓだった場合には、
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この認証制度を受けている木材は無視できるリスクのレベルというふうに結論づける。 

 １つでもノーがある場合、ＣｏＣが有効でないとか、製品上に情報が載っていないとか、

条件に合わないという場合は、もちろん、「Ｎｏ」ですから、これは認証材扱いができずに、

次は非認証材の扱いとして次のプロセス、先ほど申しましたようないろいろなリスクを確

認していきます。非認証材の場合でも、少し右側のほうに行きますと、読みづらいんです

が、武力紛争のないＣＰＩが５０以上の国からの木材の場合、その場合はリスクが無視で

きるとしてもいいかもしれないなと思っていたんですが、やっぱりこれは、必ずしもすぐ

にイエスとは言えないだろうと思いまして、この「Ｙｅｓ」は削除させていただきます。

すみません。ほかに資料をいろいろ読んでいたら、ここはすぐにそこに行ってはいけない

と思います。 

 ただ、ここで私は、例えばアメリカとかカナダから来ている木材を想定していまして、

こうした国の場合違法リスクは低いと考えられますので、一応ＣＰＩが５０以上である場

合は、リスクはより低いと見ていいという表現を見つけていますので、何か、どこかのプ

ロセスを飛ばせるようにはできると思います。多分そのひし形のほうの、だんだん下って

いって、「ＳＣ情報にアクセス可能」というところ、ここに飛ばせるんじゃないかなと思い

ます。ここは次回までにもう一度考えさせてください。すみません。 

 それ以外の場合、アメリカとか、カナダとか、そういうところ以外の国から来ていると

して、何のリスクを確認するかというと、まずは樹種のリスクを確認します。よく違法伐

採が行われているような、そういう樹種であるかないかというのを確認しますが、ここの

時点では特に何も確定しませんので、次に進んでいただいて、先ほど話していました違法

リスクというのを確認します。これが違法リスクがないという場合には「Ｙｅｓ」で、サ

プライチェーンの情報にアクセスが可能か、できます、できる場合は混合せずに保管して

いるか。ほかの違法性のありそうなものと混合せずに保管しているか、しています、分類

上問題ありませんと、すべてチェックが「Ｙｅｓ」とできたら、これは無視できるレベル

ということで、ここで完結してよろしいと。そうでない場合、１つでも「Ｎｏ」があった

場合には、これは無視できないリスクレベルということになりまして、「リスク緩和措置」

というふうに行きます。 

 ここで少し戻りまして、非認証材であるけれども、ＦＳＣとかＰＥＦＣのコントロール

ウッドの場合は、ここまでの詳しいことをする必要はないと思いますので、そこ、すみま

せん、例えばでＦＳＣを入れておりますが、ＦＳＣナショナルリスクアセスメントを見る。
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各国全部出てはいないと思うんですが、という対応もできるのではないだろうかと思いま

す。 

 そして、リスク緩和措置というのは一体何をするのかといいますと、これはいろいろ考

えられます。お手元のマニュアルでは、１３ページですが、「リスクアセスメントの結果、

リスクのレベルが無視できないものであった場合、リスク緩和措置として以下の要素を含

んだ手続きを踏む。どのような手続きを取るかはリスクの種類や程度、または第三者証明

や代替製品があるか否かなど、様々な要素によって異なってくる」と。なので、ここに一

概には書けないんですが、ＥＴＴＦではリスク緩和措置行動計画というのを作成したほう

がいいと言っています。ただ、多分製紙業界さんではそのような類似のことをされている

んだろうと思いますので、あえてわざわざ別のものをつくらなくてもよいかもしれません。 

 例としましては、追加情報とか文書をくださいというふうに要請をする。あるいはとい

うか、同時にでもいいんですが、自社でサプライチェーン監査を行う。第三者証明を行う。

無視できないリスクレベルに該当するサプライヤーや製品をかえてしまうというふうに書

いてあります。このほかにも何か、こういうことをやっていて、これはリスク緩和措置に

当てはまるというのがありましたら教えていただければと思います。 

【上河アドバイザー】  よろしいですか。今のところで、８.１で、ＦＳＣまたはＰＥＦ

Ｃの認証であれば一応いいということで、リスクは無視できるとなっているのですけれど

も、ここで言っているのはＦＭ認証だけということですね。ＣｏＣの場合は、非認証材で

あれば、たとえコントロールウッドであっても一応チェックはするということになるので

すか。 

【籾井委員長】  そのＣｏＣのもともとのをたどっていってＦＭレベルを確認して、地

域によっては問題があるとかいうことがある場合がありますね、それに該当していないか

どうかということを想定しています。 

【上河アドバイザー】  最近、コントロールウッドでも、認証されたコントロールウッ

ドというのがあります。その扱いはどうするかということがあります、認証されたコント

ロールウッドは、第三者監査は入って、前の段階のサプライヤーのところでチェックして

いるので、それはオーケーにしていいかどうかということですけれども、どうでしょう。 

【松本委員】  現実的に、ＦＭに限定し１００％クレジットを付けてくるサプライヤー

はそれほど多くないというのがありますね。 

【上河アドバイザー】  大体コントロールウッドが混ざってきますので、それは、通常
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の場合、さっき言った認証されたコントロ―ルウッドというのが入ってくるケースが多い

のです。ほとんど、輸入材の９２％ぐらいは認証材と認証されたコントロールウッドで製

紙会社に入ってくるので、その前の段階で、番号もきちんとついて入ってくるのですが、

その扱いをどうするか。もしそれはオーケーだと、リスクはないというふうにしてもらえ

ると非常にいいという気はします。 

【竹内委員】  基本的には、コントロールウッド認証をとるには、ここのリスクアセス

メントチェックリストにあるようなことが網羅されていないととれないと思うんですね。 

【上河アドバイザー】  おそらくそう思います。 

【竹内委員】  もう一つは、コントロールウッドの規格がＦＳＣなんかはより厳しくな

ってきていて、ユーザー側のアセスメントはもうだめみたいな方向になっていて……。 

【上河アドバイザー】  ええ、ユーザーアセスはだめですね。 

【竹内委員】  ただ、ナショナルリスクアセスメントがローリスクならオーケーとかと

ありますけれども、そういうのがあった場合は大丈夫とか、それはなかったでしょうか。 

【上河アドバイザー】  図のほうでは「ナショナルリスクアセスメント参照」になって

います。 

【籾井委員長】  すみません、そこまでしか終わっていません。 

【上河アドバイザー】  ここで、この先のところに行く。 

【籾井委員長】  参照して、リスクが低い場合は無視できるレベルということです。 

【竹内委員】  オーケーでいいと。 

【上河アドバイザー】  オーケーですね。そういうことですね。 

【竹内委員】  そうですね。だからコントロールウッドとして扱えるものは無視してい

いというところまで行ければありがたいですね。 

【上河アドバイザー】  行ければありがたいけれども、そこまで行けるかどうかですね。 

【籾井委員長】  そうですね、すみません、ちょっとそこは宿題にさせていただいてよ

ろしいですか。 

【上河アドバイザー】  はい。 

【竹内委員】  ただ、コントロールウッドをとっていれば、これをやれと言っても、資

料はそろっているということも言えるのかもしれないですね。 

【籾井委員長】  それが実情なのであれば、コントロールウッドを無視できるレベルで

いい……。 
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【松本委員】  コントロールウッド部分のＦＳＣとＰＥＦＣのルールの改正は、まさに

ＥＵ Timber Regulationに合致させた改正だったはずなので、それでだめということには

ならないと思います。コントロールウッドだったらＥＵ Timber Regulation合格ではなく

て、デューデリジェンスの中でのリスク緩和措置の手段が合っているというような立てつ

けだったと理解しています。 

【上河アドバイザー】  そうでしょうね。 

【籾井委員長】  ほかには何かありませんか。 

【千葉委員】  合法木材証明書のチップというのは、この表の中では「認証材」という

真ん中のほうに行くイメージ、それとも非認証として考えていらっしゃるんですか。 

【籾井委員長】  非認証として考えておりますが、そのカテゴリーをつくる必要があり

ますか。 

【松本委員】  この認証というのは、ＦＳＣないしはＰＥＦＣ相互というイメージです

よね。 

【籾井委員長】  はい。 

【上河アドバイザー】  そうです。ただ実際、日本国内でそんなに違法伐採があるかと

いうと、ほとんどないですね。 

【籾井委員長】  そうなんです。だから、このＣＰＩが５０以上であればというところ

は、そういう意味もあって入れたんですが、日本のように……。 

【上河アドバイザー】  日本のようにですね。だから、ＣＰＩ５０以上で、全部無条件

にいいかどうかというところがあるんでしょうが。 

【竹内委員】  さっきの話で、日本の場合、一部を除いてナショナルリスクアセスメン

トはローリスクですよね。 

【上河アドバイザー】  ローリスクですね。ＦＳＣの場合は、コントロールウッドの関

係で、北海道と南西諸島以外は全部ローリスクなんですね。そうすれば、そこはもうオー

ケーだというふうにしていいと思います。 

【籾井委員長】  はい。じゃあ、この図に組み込んでみます。 

 では、時間が押してまいりましたので、もしまたご質問がありましたら後でもお受けし

ます。その他の議題ということで、上河さんのほうから、お願いします。 

【上河アドバイザー】  その前に、今回検討していただくマニュアルは、あくまで私の

個人的な感想ですが、この程度であれば、おそらく製紙会社は今までやっているモニタリ
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ング事業に上乗せで、作業は若干増えますけれども、それは十分に対応できるのではない

かとは考えています。できれば、また皆さんの意見を聞いた上でこれができた場合には、

来年度もしくは来年度以降、モニタリング事業の中にこれを組み込んで、デューディリジ

ェンスまでやってしまうということ。そうすると、ＥＵの木材規制法だとか、オーストラ

リアの違法伐採禁止法とか、そういったもののデューディリジェンスレベルまではちゃん

とやりましたとこれで言えるようになってくるのではないかと思っていますが、その辺の

ところはどうでしょうか。今、説明を受けた感じは、それほど難しくなくできるのではな

いかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 

【飛田委員】  今、やっているものに上乗せというと、どのあたりが上乗せになるんで

すか。 

【上河アドバイザー】  上乗せといってもそれほどたくさんあるわけではないですね。

例えば学名を加えるとか、サプライヤーリストをつくるだとか、サプライチェーン図をつ

くるだとかいうぐらいのところは入ってくると思いますけれども、それ以外は多分それほ

ど難しくなくできるのかと思っていますが、どうでしょうか。もちろんリスクアセスメン

トみたいなものは当然やっていきます。それなりにチェックはしますけれども。 

【千葉委員】  このマニュアルというのは、各社で持たなければいけない、要は各社で

必要になれば、もちろんこれを参考にしてつくりますけれども、ひな形ができれば、各社

は一応ちゃんと準備しておかなきゃいけないというイメージで考えていいんですか。それ

とも……。 

【上河アドバイザー】  できればこれを製紙連合会の今の行っている違法伐採対策の中

に組み込んで、各社にやっていただいて、それをまた製紙連合会がモニタリングでずっと

やっていくというふうにしたいと思っています。あくまで自分の考えですけれども。 

【千葉委員】  マニュアルを各社で持って……。 

【上河アドバイザー】  はい、できればそのようにと考えています。 

【松本委員】  多分各社さん、ＦＳＣとかＰＥＦＣ対応をされているので、それほどの

負担増なしに対応できるとは思いますけれども、日本の制度が今後どうなるのか全然見え

てきていない中で、このスタンダードをオープンにして、例えば林野庁経由で自民党に、

我々はこんな仕組みを作ったので参考に御覧になってくださいとか、そういう使われ方を

される予定はあるのでしょうか。 

【上河アドバイザー】  いや、そこまでは考えてはいません。ただ、いずれにしても我々
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としては、日本の法律がどうなろうと、とにかく準備だけは整えたほうがいいと考えてい

ます。こういうものをつくりましたので、ぜひ自民党に参考にしてくださいと持っていく

ところまでやるかどうか、そこまでは考えてはいません。おそらく製紙業界はこれに対応

できると思いますけれども、ほかの業界でここまでやれといっても多分対応できないと思

います。 

【松本委員】  多分トップランナーではあるとは思うのですが、ある程度、国全体のレ

ベルが上がってこないと、さっきの製材廃材の問題等も含めて、どこかで壁にぶち当たっ

てしまうことも考えられますね。 

【上河アドバイザー】  まあ、確かにそうでしょうね。 

【竹内委員】  そういう判断基準を、業界で共通のものをここに織り込んで持っておき

たいんですね。各社で、これはどっちなんだろうと悩むのが結構多いので、製材廃材にし

ても、日本の新しくできる法律に合うかわかりませんけれども、製材廃材はもういいんだ

という判断にするかとか、あるいは、その一段階先までは確認しましょうとか、何かそう

いう目安を共通にして持っていれば、各社、楽になるのかなと。 

【上河アドバイザー】  そうですね。そういったものをこの中に入れ込んでいきたいと。 

【竹内委員】  極力、やっぱりこの対応をするのに手助けになるというふうにしたいで

すね。 

【上河アドバイザー】  はい、そういうイメージで考えています。 

【籾井委員長】  現在日本政府は違法材を排除する仕組みを持っていませんので、今の

製材の話ですと、７ページの適用範囲のところに、国産・輸入、全部対応するというふう

に書いてあるんですが、ただし何々については除くとか、そういう書き方はできると思い

ます。 

【松本委員】  ただし、実際にヨーロッパに紙を輸出する場合等では、ＦＳＣの審査を

受けるときにはそれを求められるんです。 

【上河アドバイザー】  求められるのですね。そこは。 

【竹内委員】  やっぱり抜けないということですか。 

【上河アドバイザー】  それは抜けないと思いますけれども。 

【松本委員】  結局この問題は、今の日本の合法証明制度が、官公庁需要を対象として

いるため、何の確認もされずに入ってきちゃう木材がいっぱいあるということ自体がやっ

ぱり問題なんですね。そこで何らかのチェックがなされて日本に輸入されているのであれ
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ば、その判断基準に基づいて我々は確認することができるのですが。 

【上河アドバイザー】  そうですね。今回制定しようとしている法律は、一応民需・官

需含めて全部対象にする。木材関連事業者が合法な木材を使わなければいけないという立

てつけなのですね。ですから、どこまで今回の日本の法律でしっかりしたもの、ＥＵの木

材規制法のようななものができるかどうかというのはわからないところがあります。いず

れにしても、要するにデューディリジェンスをやらなければいけないということは、間違

いなく今度の法律でそうなりますから、それに対する対応としてはやっぱりやっていきた

いと思います。 

【松本委員】  林野庁さんのほうでＦＬＥＧＴ-ＶＰＡの様な二国間協力の取り組みはさ

れていましたよね。 

【上河アドバイザー】  ええ、やっています。２国間でそれはやっています。ただ、そ

の中身となるとどうでしょうか。 

【松本委員】  私も中身は知らないですけれども。 

【上河アドバイザー】  今回、このマニュアルの取り扱いですけれども、一応これをつ

くりますね。それを、これがＥＵだとかオーストラリアのデューディリジェンスと同等レ

ベルのものですよということの確認を籾井さんにとっていただけるということで、それが

どのように行われるのかご説明いただければと思います。 

【籾井委員長】  先ほどのＥＴＴＦにいらしたレイチェル・バトラーさんという方がい

らっしゃるんですけれども、彼女が、今、グローバル・ティンバー・フォーラムというと

ころに移っていまして、そこはＮＧＯになりますが、そちらでハーモナイゼーション、オ

ーストラリア、レーシー、ＥＵのそれぞれの法律の共通しているところを抽出して、もう

少し簡素化したものを業界用に提案したいということをしていまして、このデューディリ

ツールは一度英語に訳して、監修というか、チェックをしていただけるということになっ

ております。 

【上河アドバイザー】  それで監修していただけると、ある程度は、ＥＵなどとほぼ同

レベルですよということは一応言ってもいいということですね。監修していただいたとい

うことは報告書には書いていただけるということですね。 

【籾井委員長】  はい。 

【上河アドバイザー】  となると、ここでやっていることは、日本だけではなくて海外

で説明しても、それなりに通用するものになるということですね。 
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【籾井委員長】  はい、このマニュアル自体はヨーロッパとオーストラリアで実際に出

ているものをベースに使っているので、プロセス自体を省いているわけではありませんの

で。 

【上河アドバイザー】  そうですね。ＥＵとかオーストラリアのデューディリジェンス

というのは、自分たちがこれに基づいてしっかりやって、それであればいいのですか。そ

れとも第三者の監査のようなものを入れなければだめだとか、そういうのはあるのですか。

そこがよくわからないのですけれども。 

【籾井委員長】  やっぱり先ほど言っていましたＮＥＰＣｏｎだとか、ビューローベリ

タスとか、ああいう認証会社にお願いをしてデューディリ認証というのはしているところ

もあるようです。 

【上河アドバイザー】  そうですか。ただそれは法律でマストになっているわけではな

いのですね。 

【籾井委員長】  マストにはなっていません。法律でマストになっているのは、これで

はないんですが、こういうものを持っておいて、これをちゃんとやってくださいというと

ころです。 

【上河アドバイザー】  そういう意味からすると、我々がこれをつくってこれをやって

おけば、将来ヨーロッパあたりから日本のを輸入したいよと言われて、そのときにしっか

りとデューディリジェンスをやっているかどうか示してくれというときは、しっかりと出

せるという形になりますね。 

【籾井委員長】  はい、そうですね。そこのとこを非常に重要視されているのであれば、

３月には間に合わないと思うんですが、ＮＥＰＣｏｎのようなところで興味を持たれれば、

何か見ていただくとか、そういうことはできるかもしれません。 

 では、また上河さん、今後の運営につきまして何かアドバイスがありましたら。 

【上河アドバイザー】  はい。日本の法律の動きについては、内容がまだオープンにな

っていないものですから、今、この場ではお話しできないんですけれども、いずれにして

も、日本の法律は、伊勢志摩サミットの開催に向けて間違いなく制定されるということも

ありますので、当然、それによって、我々製紙業界だけではなくて木材業界も含めてそれ

相当の対応が出てくると思います。そういう意味で、我々が、今、やっていることは、そ

れに少し先駆けて準備している段階なので、それが出てきても、十分対応できると思って

います。 
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 今後の日程ですけれども、きょういろいろご意見をいただきましたので、それをもう一

回整理をした上で、最終的に最終版というか、デューデリジェンスのツールのようなもの

を次回の委員会でお示ししたいと思っています。 

【籾井委員長】  あと、ヒアリングのお願いについてお話いただけますか。 

【上河アドバイザー】  ヒアリングについては、実際にこのデューディリジェンス・ツ

ールがうまく使えるかどうかということを含めて、籾井さんと事務局のほうで各社にヒア

リングをしたいという希望があります。それは日程調整をさせていただきますけれども、

もしこれを適用した場合、実際の現場ではどうなのかということをお聞きしたいと思いま

すので、その際はよろしくお願いしたいと思います。 

【籾井委員長】  お願いします。 

【上河アドバイザー】  以上です。 

【籾井委員長】  では、次回の開催はいつごろになりますでしょうか。 

【事務局（大渕）】  希望ですけれども、３月中には終えたいなと思っています。年度の

最終月なので、皆様には慌ただしい思いをさせて大変申しわけありませんけれども、報告

書の体裁を整えた形でお目通しできるところまでいければいいなと考えております。いず

れにしましても、いろいろとご相談しながら進めさせていただきたいと思っております。

よろしくお願いします。 

【松本委員】  １つ最後に質問させていただいてよろしいですか。これは、製紙連合会

ということで、製紙用の木材ということをイメージされていると思うのですが、今後増加

が見込まれる、例えば輸入ペレットだとか、燃料はどうお考えですか。 

【上河アドバイザー】  燃料も木質ですよね。木質であれば、そういう意味で、適用範

囲のところで、今、４つしか挙げていませんけれども、これに木質バイオマスみたいな話

もつけ加えるべきと思います。 

【松本委員】  ええ、木質系の燃料も……。 

【上河アドバイザー】  入れておいたほうがいいかもしれないですね。 

【松本委員】  そのほうがいいかなと。 

【上河アドバイザー】  はい、確かにそれはそうですね。、木質バイオマスになると、国

産・輸入、両方ありますね。それでは木質バイオマスもつけ加えたいと思います。今後い

ろいろと、かなり増えてくると思いますので、それは大事な点だと思います。 

【籾井委員長】  よろしいですか。では、時間も過ぎましたので、これで終了させてい
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ただきます。本日はお忙しいところ、ありがとうございました。 

【上河アドバイザー】  どうもありがとうございました。 

【事務局（大渕）】  次回もよろしくお願いします。 

 

── 了 ── 
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「海外植林におけるナショナルリスクアセスメント手法の開発に関する検討委員会議事録」 

 

平成２７年度 第３回検討委員会 

 

 

日 時：平成２８年３月３１日（木）１４：３０～１６：１５ 

会 場：日本製紙連合会 Ａ会議室 

出席者(敬称略)： 

 

（委員長） 

ディープグリーンコンサルティング 代表 籾井  まり 

（委 員） 

Ｏ＆Ｃファイバートレーディング株式会社 取締役チップ部長 竹内  孝之 

日本製紙株式会社 原材料本部 林材部 部長代理 太刀川  寛 

北越紀州製紙株式会社 海外資源部 木材チップ担当課長 荒井  芳晴 

大王製紙株式会社 資源部 海外植林課 課長代理 飛田  真作 

三菱製紙株式会社 原材料部 林材グループ 上席主任 千葉  英記 

 

（オブザーバー） 

日本製紙連合会 原材料部 部長代理 前田  直史 

日本製紙連合会 原材料部 主任  片桐  航 

 

（アドバイザー） 

日本製紙連合会 常務理事 上河   潔 

 

（事務局） 

一般社団法人 海外産業植林センター 専務理事 大渕 弘行 
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【事務局（大渕）】  では、皆様おそろいですので、始めさせていただきたいと思います。

本日は年度末の大変お忙しい中、ご出席くださいましてまことにありがとうございます。

ただいまより、第３回海外植林におけるナショナルリスクアセスメント手法の開発に関す

る検討委員会を開催いたします。 

 それでは、本日の議事進行を籾井委員長にお願いしたいと存じます。よろしくお願いし

ます。 

【籾井委員長】  ありがとうございます。籾井です。検討委員会の運営につきましては、

いつもご協力いただきまして大変ありがとうございます。本日最後となりましたが、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 では、議事に入る前に、事務局から資料の確認をお願いいたします。 

【事務局（大渕）】  それでは、皆様のお手元に資料がございますが、資料の確認をさせ

いただきたいと思います。まず、資料１－１で、日本製紙連合会違法伐採対策デューディ

リジェンス・ツール(案)がございます。その次、資料１－２として、トレーサビィリティ

レポート（製品の生産履歴を追跡する報告書）例がございます。それから資料１－３、２

０１５年度違法伐採対策モニタリング事業の調査マニュアルです。資料２としまして、樹

木分布区域図と区域別樹種リストがございます。続いて資料３、製紙連合会リスクアセス

メントツール開発 木質燃料の扱いについて載せております。あと資料４で報告書の目次

の案を載せております。最後に、参考としまして前回の第２回検討委員会の議事録を付け

ております。 

 配布資料は以上でございます。漏れはございませんか。では、ないようですので、委員

長、お願いします。 

【籾井委員長】  それでは、議事進行に従って進行したいと思います。本日の議題です

が、まず第一番目に違法伐採対策、デューディリジェンス・ツールについてと本年度の報

告書の目次案、今ご説明いただきました資料にございましたそちらです。デューディリジ

ェンス・ツールに関する資料は１－１から資料３まででございます。資料１につきまして

は、この後、私からご説明いたします。資料２と報告書の目次案に関する資料４につきま

しては、後で大渕さんから説明していただきます。 

 それでは、本題に入る前に上河常務からお言葉をいただけますか。 

【上河アドバイザー】  日本製紙連合会の上河でございます。本日は第３回の海外植林

におけるナショナルリスクアセスメント手法の開発に関する検討委員会ということで、大
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変年度末のお忙しい中、ご参集していただきましてどうもありがとうございます。 

 今まで２回ほどこれまで議論してきましたが、いよいよこのマニュアルを最後まとめる

という段階に来ております。この間の状況なのですが、実は皆様方も既にご存じかと思い

ます。今自由民主党を中心にして、違法伐採対策の新しい法律、これが今大詰めに来てい

る状況になっています。この新しい違法伐採対策の法案は、今度５月に開かれます伊勢志

摩サミットの前までに、今国会で何とか成立させようということで、今現在自民党と野党

の民進党との間で今いろいろと協議が進められている状況に来ています。 

 内容的にいうと、今までグリーン購入法で政府調達に関してずっと合法性の確認をやっ

てきましたが、今回の新しい法律によって全ての木材製品について合法性の確認が必要に

なるとなってきています。レベル的にいうと、今までやってきたことをそれほどレベルア

ップする内容ではないので、従来我々がやってきたことで十分対応できる内容になってい

ます。そういうことで、始まるということは１つ大きな契機になっています。 

 そういった中で、我々として、今まで違法伐採対策モニタリング事業としてこれまで取

り組んできたわけです。今後どうすると考えたときに、今回の日本の法案ができることも

合わせて、今かなり世界中で違法伐採対策に対する取組が、ご存じのとおりＥＵでもやっ

ていますし、アメリカでもやっているし、オーストラリアでもやっています。世界中でそ

ういう動きになっているという中にあって、そういう動きにきちんと対応できる体制を

我々としてもつくっていく必要があるだろうと考えています。 

 そういう意味で、今回つくろうとしているこのマニュアルは、ＥＵの木材規制法やオー

ストラリアの違法伐採禁止法やアメリカのレイシー法などにも十分対応できる、当然日本

の新しい法律ができてもそれに対応できるものとしていきたいと考えています。 

 もしできた暁には、まだこれからいろいろ内部でご議論いただきますが、できれば今我々

がやっている違法伐採対策のモニタリング事業、この中に新しいマニュアルを組み入れて、

それで全体として大きな１つの我々としての違法伐採の取組にしていきたいと今考えてい

るところです。 

 デューディリジェンスというと、非常に特殊なことをやるような感じがします。実際的

に中身としては、今まで我々がやってきたことに加えて、単に情報を集めたりするだけで

はなく、それを意識的にその情報を利用しながら合法性をきちんと確認するという作業を

やることになるので、それほど新しい内容がたくさん入ってくることではないので十分に

対応できると考えています。いずれにしても、そういう形で今回ぜひつくり上げたいと思

− 285 −



 

 

っていますので、きょうは熱心なご議論をよろしくお願いいたします。 

【籾井委員長】  ありがとうございました。 

 それでは、資料１－１、日本製紙連合会違法伐採対策デューディリジェンス・ツールに

ついてご説明いたします。途中でも構いませんので、もしご意見やご質問ございましたら、

どうぞ遠慮なくお願いいたします。 

 では、最初からまた少し手を入れておりますので見ていきます。１ページ目、表紙の部

分です。使用上の注意を前回英語のままでお出ししていたのですが、少し編集して日本語

で書いております。こちらをまず読んでいきます。 

 使用上の注意。本マニュアルを使用する場合には、必ず以下の注意点を読み理解した上

で行うこと。本マニュアルはデューディリジェンス・マニュアルの雛形例である。従って

本マニュアルをそのまま使用することはできない。システム上の様々なニーズは各社で異

なるという前提のもと、このマニュアルは各社内で実際に使用されている手続きに合わせ

て適応化しなければならない。本マニュアルはデューディリジェンスの手続がどのような

ものであるかを示す一般例であり、制度に関する詳細についてはあくまで例として記載さ

れている。また、各社で記入が必要な部分は、赤字や下線で表示されている、としており

ます。 

 何かこれについて、ご質問やご意見ございますか。これは最初からずっと皆さんとディ

スカッションをしている点ですが、このマニュアルはできるだけシンプルにつくっており

ます。これを余り複雑にすると、このとおりしなければいけないと思われ非常に使い勝手

が悪いことになりますので、必要最低限の情報だけを盛り込んでいること、ですからこれ

をこのまま使おうとしても難しいであろうということが書いてあります。あくまで御社で

使われているシステムをできるだけ利用していただくという、そういう意図でこれは書い

ております。 

 では次のページを飛ばしまして、次も飛ばしまして４ページ目です。もう一度きょう初

めてご出席の方もいらっしゃいますので、最初から読んでまいります。 

 １、はじめに。本文書は日本製紙連合会の木材・木材製品の調達のデューディリジェン

ス・マニュアルである。マニュアルは日本製紙連合会会員企業の合法調達方針の補助とな

ることを目的としている。本マニュアルは○○社が木質原材料の調達においてデューディ

リジェンスを行うことにより、同社が違法に伐採された木材製品を調達するリスクを最小

化することを目的としている。○○社の主な事業は何々である。ここに各社の固有名詞を
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書き込んでいただくということになります。次の行、本マニュアルとその各項目の実行に

あたって、デューディリジェンスとは○○社が違法に伐採された木材・木材製品を調達す

るリスクを最小化するために、同社が事業行為において取る一連の措置を意味する。本マ

ニュアルの内容は、米国レイシー法、ＥＵ木材規則、オーストラリア違法伐採禁止法、及

び日本の制度にある条件に準拠するために作成されている。本文書中にあるデューディリ

ジェンスの各過程は同社の全サプライヤーに適用する。 

 この部分は前回から変えておりませんが、何かご意見、ご質問はございますか。 

【上河アドバイザー】  この中で日本の制度という言葉を使っておりますが、これは今

新しい法律が成立した場合にはその法律名を書いた方がいいのではないかと思いますが、

どうでしょうか。 

【籾井委員長】  はい、そうしましょう。 

 ほかにございますか。ここにレイシー法、ＥＵ木材法、オーストラリア禁止法、日本の

制度と４つ並べてありますが、日本の制度に関しては今クリアできているという状態で、

さらに欧米の基準に合わせていく意味でここに書いております。 

 では、次の項目、１.１にまいります。木材調達におけるデューディリジェンス・プロセ

ス。本マニュアルにおいて、デューディリジェンスとは以下の３つの段階を踏み木材の違

法リスクを最小化することを意味する。１、必要情報にアクセスできること、２、リスク

アセスメント、３、リスク緩和措置。２でリスクが低いことが確認できれば３は行う必要

はない。３でリスクが緩和できない場合は当該品の購入をやめる。 

 こちらは何かご意見、ご質問ございますか。 

 では、次にまいります。２、使用文書。本マニュアルに従い行うデューディリジェンス

においては以下の文書を併せて使用する。文書名、これは日本製紙連合会のホームページ

上にある文書でございます。まず、違法伐採問題に対する日本製紙連合会の行動指針、生

物多様性保全に関する日本製紙連合会行動指針、製紙業界の違法伐採対策、日本製紙連合

会違法伐採対策モニタリング事業、日本製紙連合会「環境行動計画」、製紙業界の違法伐採

対策の取組状況についてと、こちらの文書をこのマニュアルと一緒に使っていただくこと

になります。 

 何かご意見、ご質問ございますか。 

 では、次にまいります。合法調達へのコミットメント。○○社の原料調達方針を参照。

これは各社でお持ちの原料調達方針をもとにこのマニュアルを使っていただく意味で書い
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ております。 

 何かこれについてございましたら。 

 では、次にまいります。品質システム・管理。４.１、担当部署・担当者。本マニュアル

に従ってデューディリジェンスを実行する場合の責任部署及び責任者及び担当部署及び担

当者。４.１.１、責任者・担当者。本マニュアル中にある諸条件への準拠に責任を持つの

は以下の責任者とする。こちらに氏名、職務、連絡先、住所が要るのか要らないのか、一

応書いてあります。それから、電話番号、メールアドレス。それから、本マニュアルを実

施するのは以下の担当者とするとして、同じ項目がついております。 

 これについて何かご意見、ご質問は。 

 では、次にまいります。４.２、研修・能力育成。研修について、こちらは既に社内で認

証制度などに関して研修されていると思いますので、そちらと同時に行っていただく形に

なるかと思います。こちらご自由に設定いただいてよろしいかと思います。ただ、調達に

関わる全員など、そうい方が対象になると思いますが、対象者を書いていただく。それか

らどのくらい頻繁に行うのかを書いていただく。半年に一度、例として挙げておりますが、

これは数社からは問題ないだろうとご意見をいただいておりますが、こちらもご事情に合

わせてできれば１年に１回くらいは必ず行っていただく。それから、各社の合法調達方針

及び本マニュアル中のデューディリジェンスの各過程がきちんと準拠されることを目的と

して行う。日付や参加者を含む研修記録を取り保管しておく。初めて参加する社員の研修

は既に研修を受けた社員が責任を持って行う。研修やその他の能力育成に関わる記録は５

年間保管しておく。 

 これについて何かございますか。 

 次にまいります。４.３、デューディリジェンス改訂のプロセス。デューディリジェンス

の統括担当者又は必要に応じて独立第三者は、デューディリジェンス・システムの維持、

見直し、改訂を１年に１度行う。サプライチェーンに変更があった場合、または新規のサ

プライヤー、製品、樹種を調達することになった場合には、その都度サプライチェーンと

リスクアセスメントの結果を見直し改訂する。 

 こちらはよろしいですか。 

【上河アドバイザー】  ここに書いてあるＤＤの統括担当者という言葉です。これは前

の方では責任担当者は決まっているになっていますが、それとの関係はどのような関係に

なっていますか。 
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【籾井委員長】  そうですね、すいません。これは責任者ということですね。 

【上河アドバイザー】  責任者。あと独立第三者というのは、監査法人やそういうもの

を想定しているということですね。 

【籾井委員長】  そうです、はい。認証団体等ですね。 

【上河アドバイザー】  サプライチェーンの変更のところで、新規のサプライヤーが増

えた場合には、その都度サプライチェーンとリスクアセスメントの結果を見直し、改訂す

ると書いてあります。これは実際どうですか。１社増えた場合に、それについて特別見直

すようなことは出てくるでしょうか。 

【籾井委員長】  そうですね。そのサプライヤーがきちんとしたサプライヤーであるか

どうかということです。 

【上河アドバイザー】  どうかというチェックですね。 

【籾井委員長】  ところから始まって。 

【上河アドバイザー】  ほかは何か変わってくること、ここで書いてあるのはサプライ

チェーンの変更というと新規のサプライだけではなくて、どこか例えば新しい国から今度

輸入するようになったなど、そういったことも含むわけですね。 

【籾井委員長】  はい、そうです。 

【上河アドバイザー】  だから、たまたまどこか１社増えた場合もそれはチェックする

し、もし新しい国から輸入する場合にはその新しい国に対するリスクアセスメントをやる

などそういうことになりますか。 

【籾井委員長】  そうですね。これは半年以内にしなければならないとＥＵの場合は決

めてあります。多分サプライヤーさんを変えられるときには、事前にされるのだろうと私

は思っておりますが。 

【上河アドバイザー】  事前にしますよね。通常そうですね。大丈夫かどうかきちんと

チェックはしますよね。 

【籾井委員長】  なので、そこはあえていつまでにしなければいけないというのはここ

には書いていないです。 

【上河アドバイザー】  わかりました。 

【籾井委員長】  よろしいですか。これは今のご質問からすると、サプライチェーンと

リスクアセスメントの結果を見直して、必要であればプロセスを改訂すると書いた方がい

いかもしれないですね。 
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【上河アドバイザー】  そうですね。 

【籾井委員長】  何か特殊なものを買うことにして、今のプロセスで対応できなかった

場合には改訂するという。 

【上河アドバイザー】  当然チェックして何も出なければ、別にそのままでいいわけで

すよね。 

【籾井委員長】  はい、そうです。では、必要な場合は改訂すると書き換えます。 

【上河アドバイザー】  そうしていただければ、はい。 

【籾井委員長】  ほかはよろしいですか。 

 では、先に進みます。４.４、記録管理の手続き。デューディリジェンスにおける全ての

課程、要素について記録を取る。記録はデジタルでも紙ベースでもよいものとする。記録

は最低５年保持する。デューディリジェンスの実行のために必要な記録文書としては、例

として以下のようなものが挙げられる。売買契約書、協定書、請求書、インボイス、トレ

ーサビリティレポート、森林認証証書、団体認定書、合法証明書、内部監査報告書、第三

者監査文書、現地確認報告書、こちら例としてこういうものがありますということで挙げ

ております。これも前回ご意見を受けて、少し書き方は変えておりますが中身は同じです。 

 何かご意見、ご質問ございますか。 

 では、次にまいります。対外コミュニケーションにおけるルール。○○社はデューディ

リジェンスを本マニュアルに従って行った場合でも、製紙連合会のデューディリジェンス

認証あるいはデューディリジェンス証明を受けたという表現を請求書、パッケージ、木材

製品そのもの（ただしこれらに限定されない）に使用しない。例として使用できない表現

は「リスクアセスメント済み」「リスクアセスメント済み木材」「低リスク木材」「独立監査

済み木材」など。パンフレットなどでデューディリジェンス制度について説明する場合に

は、「独立認証」という言葉は使用しない。「無視できるリスク」という表現は製品のリス

ク評価について説明する場合には使用してもよいが、製品説明としては使用しない。 

 ここから先は、前回このコミュニケーションにおけるルールに関して少し皆さんとディ

スカッションがありましたので、一案として入れてみました。このマニュアルを使ってデ

ューディリジェンスをやっていることを対外的に伝えることができるのは、モチベーショ

ンアップにつながりますというお話でしたので、何とかリスクアセスメント済みというよ

うなことを言わずにやっていますと言うには、どのような表現がいいかと考えてはみまし

た。ここ、ご意見をぜひいただきたいです。「製品のリスクをチェックするために日本製紙
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連合会のマニュアルに基づき○○社で社内デューディリジェンス手続きを踏んだ」という

表現はしてもよいものとする、と考えてみました。 

 これについて、ご意見ありましたら、ぜひお願いいたします。ややこしいとは思うので

すが、要するにここは合法性を証明したというようなことを言わずに、あくまでもプロセ

スを踏んだということを言っているだけです。合法であるか否かの責任といいますか、DD

の結果はあくまで各社にあることを書いたつもりですが、的確な表現がなかなか思いつき

ません。前回少しお話していたのですが、元ヨーロッパ木材貿易連盟にいらっしゃった方

にレビューをしていただきました。このマニュアルに関してはよく網羅しているであろう

と全体的なコメントはいただいています。この対外コミュニケーションについては、ここ

に気をつけた方がいいというアドバイスをいただいています。ここはポジティブなことを

書くのがいいのではないかとおっしゃっていました。企業として責任を果たしている、努

力している、欧米の基準に合わせようとしているようなことを発信するのはいいと思うと

伺っております。 

【太刀川委員】  すいません。ここの部分は日本語としては言わんとしていることは了

解できます。今おっしゃったようなかなり微妙なニュアンスとなりますと、逆に言えば英

文表記の例もどこかでいただけると、つまり海外に輸出することもあり得ますので、我々

の英語力ではこの辺微妙なニュアンスを表現できないかと思いますので。 

【籾井委員長】  マニュアルを英語に訳してはおります。 

【太刀川委員】  そうですね。ご参考までにその辺を教えていただければと思います。 

【籾井委員長】  わかりました。 

【上河アドバイザー】  あとよろしいですか。表現の中で、「製品のリスクをチェックす

るために」という表現を使っているのですが、おそらく想定されるケースとしては「製品

の合法性を確認するためにやりました」という表現の方が、多分使われるというか、要求

が多いと思います。そういう表現を使ってはまずいですか。そこはどうですか。 

【籾井委員長】  そうですね。合法性をチェックするために……。 

【上河アドバイザー】  合法性を確認するというか、どういう言葉がいいかわかりませ

んが。 

【籾井委員長】  そうですね。合法性を評価するためになど。 

【上河アドバイザー】  評価するためにとか。 

【籾井委員長】  リスクを評価ですよね。正確に言うと、違法性リスクを評価するため
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にマニュアルを使ってデューディリジェンスをやり、違法リスクが無視できるレベルであ

ると判断したということになりますか。 

【上河アドバイザー】  正確にはそうですね。それはちょっと余りにも一般的に使うに

はわかりづらいことがあると思います。日本の法律でも、合法制の確認が求められますよ

ね。 

【籾井委員長】  はい。 

【上河アドバイザー】  だから、合法性を確認するためにデューディリジェンスをやり

ましたと言えれば一番いいと思います。 

【籾井委員長】  ただ、今太刀川さんがおっしゃったように、海外に輸出ということを

にらんでこれを使うとしますと、合法性と書いた場合に日本企業が合法性と言った場合、

当然日本政府が出している合法性に準拠していると考えられてしまうので……。 

【上河アドバイザー】  考えられてしまいますね。そうですね。 

【籾井委員長】  難しいです。 

【上河アドバイザー】  例えば、ＥＵ木材法などと並べて、こういうＥＵ木材法やレイ

シー法などそういうものに対応するためにと書き換えておくのはどうですか。 

【籾井委員長】  そうですね。海外ということであれば、そこが一番のポイントになる

と思います。 

【上河アドバイザー】  ポイントであろうし、国内的にいうと日本の法律の例を書いて

おかないと、日本国内では日本の法律がきちんとやっているかがチェックされます。別に

ＥＵやそういうところは日本で要求されるわけではないので、できれば並べて書いておき

たいという感じがします。日本だけ書くとまずいですから、全部書くというのではどうで

すか。 

【籾井委員長】  これはあくまでマーケティングを考えたときの話ですが、例えば海外

の製紙メーカーで違法性を余りチェックせずに製品をつくっているようなところのものと

は違いますということを表現するのであれば、日本と並べない方がより高い基準でデュー

ディリジェンスをやっていますということを意識の高い消費者は理解するのではないかと

も思います。どこを目指されるかということです。 

【上河アドバイザー】  そうですね。だから海外に輸出する場合と、日本国内で説明す

る場合だと違うと思います。日本国内にＥＵ木材規制法を幾ら言っても意味がない話です。

あくまで日本の法律にきちんと準拠するためにこれをやっていますと言わなければならな
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いと思います。そこを使い分けというか、ほんとうはそれができればいいですが。どうで

すか。そこのところ、何か。難しいですか。 

【竹内委員】  これ、何か非常に混乱するのですが、今言っている合法性の法律という

のは今後できるはずであろう日本の法律ですよね。あるいはＥＵやアメリカの合法性の関

係の法律のことを言っているのですか。 

【上河アドバイザー】  ええ。 

【竹内委員】  ではなくて、例えば我々であれば原料を海外から輸入する、その際にそ

の輸入元の法律にのっとったもので調達していますという意味とはまた別ですか。 

【上河アドバイザー】  とは違います。 

【竹内委員】  そこが今非常に混乱しています。 

【籾井委員長】  すいません。もう一回言っていただいてよろしいですか？輸入元の法

律……。 

【上河アドバイザー】  法律に従っていますということとは違うと思います。これでや

っていることやおそらく……。 

【籾井委員長】  輸入元とおっしゃっているのは、例えば？ 

【竹内委員】  例えば、アジアのいろいろなインドネシアから木材原料を輸入して我々

は製品をつくっていますと。そのときに合法性……。我々としてはデューディリジェンス

をやっているというのは現地の法律にのっとった原料をきちんと買っていますというのを

このデューディリジェンスはそういうことをやるわけですよね。 

【籾井委員長】  はい。 

【竹内委員】  でも、ここで言っている今言った合法性というのはそうではなくて、合

法性をうたっている各国の法律にのっとっているかどうかという……。 

【籾井委員長】  わかりました。 

【竹内委員】  すいません。ちょっと……。 

【籾井委員長】  今、竹内さんがおっしゃっていたのは、例えば原産国の……。 

【竹内委員】  原産国ですね。 

【籾井委員長】  法律に適合しているか、それを合法性と呼んでいるのかというご質問

ですよね。 

【竹内委員】  そうです。 

【籾井委員長】  そうです。そうですが、非常に大雑把に言いますと、今の日本の例え
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ば対象としている原産国の法律の範囲と、ヨーロッパやアメリカで対象にしている範囲が

全然違います。なので、こちらのより広範囲な合法性の定義に併せてデューディリジェン

スをやっていこうということで、ヨーロッパやアメリカで言っている合法性というのも原

産国の法令に従っているかが中心にはなっています。ただ、その適用範囲があちらは環境

に関する法律や人権に関する決まりやそういうことも対象にして、それが全部クリアにで

きていれば合法と言っている。日本の場合は、現行規制では例えば極端な話、伐採証明書

があれば合法となっています。今後変わる予定ですがここに合わせるのではなくて海外の

世界スタンダードに合わせていこうという話でそれをやっていますということを言いたい、

ということですね。 

【上河アドバイザー】  そうですね、それを言いたい……。 

【籾井委員長】  余りリスクを取らずに言うにはどうしたらいいかという。 

【上河アドバイザー】  そうですね。 

【籾井委員長】  では、これは……。 

【上河アドバイザー】  検討というかそうですね。非常に簡単に合法性を確認するため

に、と言えれば非常にいいのですが、それでは誤解を生むおそれがあるということですよ

ね。 

【籾井委員長】  はい。 

【上河アドバイザー】  なので、ここはもう少しご検討いただいた方がいいかもしれな

い。きょうここで結論が出る話ではないですね。 

【籾井委員長】  そうですね。もしかしたら、これは最後まで見たときに、じゃあとい

う皆様からのご意見がいただけるかもしれませんので、ここは次に進んで後でまた時間が

あれば議論させていただきたいと思います。 

 では、次にまいります。 

【上河アドバイザー】  その前にここの中で独立監査済み、独立認証という「独立」と

いう言葉を使っているのですが、これは第三者監査済みや第三者認証というのは使わない

という、どうですか。独立と書いて……。 

【籾井委員長】  そうです。独立と言っていい意味は第三者という。 

【上河アドバイザー】  意味はそういう意味ですよね。その方が多分独立というとわか

りづらいと思うので、第三者と言った方がいいと思います。 

【籾井委員長】  では、次にまいります。原材料の保管。受取、加工、梱包、輸送の間
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を通して購入した原材料を由来の不明な可能性のあるもの、違法な可能性のあるものと分

けて管理する。担当者は上記を確実にし、購入した原材料を指定場所への保管や見取り図

図面上での表記などにより目視確認できるようにしておく。第三者認証製品、第三者合法

性証明製品、ここコントロールウッドとしておりますが、認証コントロールウッドはそれ

ぞれの条件に従って保管する。この２番目の項目は、実際その製紙企業さんでどのように

されているかを少しヒアリングした上で書き直しておりますが、この５番について何かご

意見、ご質問ありますか。 

【上河アドバイザー】  最初のところで、要するに「由来の不明な可能性のあるもの、

違法な可能性があるものと分けて」と書いてあるのですが、製紙業界の場合は基本的にま

ず１００％全部確認するのが前提となっています。もし、ここに書くとすれば「万が一そ

ういったものを購入した場合には分けてやる」などという表現にしてもらった方がいいと

思います。製紙連合会の場合は、まず由来の不明なものや違法なことが入ることは全然な

いことを前提に制度をつくっています。万が一購入した場合にはそれを分けて別のところ

に置いておきますというようにしてもらえればいいかと思います。 

【籾井委員長】  わかりました。では、「受け取り、加工、購入した原材料を由来の不明

な可能性のあるものを万が一購入した場合には」としますね。 

【上河アドバイザー】  その場合には分けて管理すると。 

【籾井委員長】  ほかにありますか。 

【太刀川委員】  すいません。この２番目の「目視確認できるようにしておく」という

この頻度というのはどのようなものですか。つまり、日々変わってきますので、特に木材

チップの場合、基本的に毎日管理はするのですが、そういう頻度でいいのか。それとも、

これ向けの方はもう少し頻度が低くてもいいのか、それの目安というのはありますか。 

【籾井委員長】  これは逆にどういう状態で管理されているのかは、私は実際見たこと

がございませんので、ご意見ください。 

【上河アドバイザー】  もし万が一、そういったものが入ってきてしまった場合には、

どこか別に分けて管理するということですよね。 

【太刀川委員】  それはもちろん。そういう理解でよろしいです。 

【上河アドバイザー】  要は見てわかるようにしてくださいということですよね。 

【籾井委員長】  はい。もともとこれはそういう製品には何か目印を付けておくように

書いてあったのですが、そういう管理の仕方ではないということを伺いました。 
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【上河アドバイザー】  それはない。 

【太刀川委員】  チップですので。 

【上河アドバイザー】  チップだからもうやらない。 

【太刀川委員】  もう完全に別山にしておくという。 

【上河アドバイザー】  そうですよね。 

【竹内委員】  これはあくまであれですよね。万が一購入してしまった場合のものにつ

いて言っているわけですよね。 

【上河アドバイザー】  そういうことです。万が一の場合だけです、ほんとうに。 

【籾井委員長】  これはそういう意味ですか。すいません。私はこれは……。 

【竹内委員】  全部。 

【籾井委員長】  全部という意味かと思っていたのですが。 

【上河アドバイザー】  全部？ 全部ですか。上のではないですか。 

【竹内委員】  そういうことですかね。分けて管理した、要はいいものも悪いものも分

けて管理している、その全部を図面上などで示しなさいとそういう理解ですか。 

【籾井委員長】  いえいえ。とにかく上記がわかればいいということです。 

【上河アドバイザー】  上記がわかればいいわけで、万が一発生になった場合には……。 

【籾井委員長】  そうですね。 

【上河アドバイザー】  それをよけて分けておけばいいということですよね。 

【籾井委員長】  ここに万が一と入れておいた方がいいですか。 

【上河アドバイザー】  ええ。なった場合にはそれを分けてということです。 

【事務局（大渕）】  それでしたら、目視という言葉を取り除いたらどうですか。 

【籾井委員長】  確認できるように、はい。 

【事務局（大渕）】  私の経験ですと業務日誌か何かで､フリーハンドで丸を描いて見取

図を書いて、どこにどんな樹種があったという記録の残し方もあるし、それぞれの職場で

再現は可能です。常時置く場所を決めているなど、いろいろなパターンがあるので、確認

できるようにしておくということでいいと思います。 

【籾井委員長】  はい。では、「担当者は上記を確実にし、万が一由来の不明な可能性の

ある者が購入した場合には、購入した原材料を指定した場所への保管、見取り図図面上で

の表記などにより確認できるようにしておく」でよろしいですか。 

【上河アドバイザー】  そうですね。 
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【籾井委員長】  ほかよろしいですか。 

 では、適用範囲のところにまいります。まず、６番を見ていきます。以下の表にこのマ

ニュアルの対象となる製品を記載する。サプライヤーマネジメントフォームを使用しても

よいと書いています。トレーサビリティーレポートを使用していますのでこの文章は削除

してもいいかと思います。製品をどうするかという議論とどういう情報を書くかという議

論が前回ございまして、少し表を編集しております。製品に関しては、木材チップの輸入・

国産、パルプの輸入・国産、木質燃料をどうするかということで非常にいろいろ議論がご

ざいました。今回対象として入れております。新たに情報として、伐採地の情報を書くと

いうご提案がございましたので入れております。それから、樹種と学名としております。

まず、６番の中で、国内産のチップの場合は樹種がたくさんあって対応するのが難しいと

いうお話がございました。これについて、事務局から対応策を説明していただけますか。 

【事務局（大渕）】  それでは、資料２として、樹木分布区域図がございます。その後の

ページに区域別樹種リストの例がございます。その次に、千葉県立中央博物館でつくられ

た「樹木検索図鑑」を付けています｡それぞれについて説明いたします。 

 まず、樹木分布区域図です。これは、今申し上げました千葉県立中央博物館が分類して

いるものです｡積雪や暖流･寒流等の影響を受けて､北から南に下るにつれて、気候が少しず

つ変化いたします｡それに伴い植生も落葉広葉樹林から常緑広葉樹林へと少しずつ変わり

ます｡１番が北海道、２番が北東北、１２番が九州､というように区域分けしております。 

 区域別樹種リストの例として北海道だけ作ってみました。道立林業試験場が選んだ北海

道の有用樹種です。針葉樹が７種、広葉樹が４３種ありまして、和名と学名を記載してい

ます｡北海道のチップ工場が集荷する国内材樹種名はこれで説明できると考えております。 

 それから､先ほど言いました千葉県立中央博物館の図鑑です。なぜか北海道だけが抜けて

います。この表は実によくできていまして、インターネットで該当する項目にチェックを

入れると､当てはまる樹種群を検索できるようになっています。例えば､場所として「北東

北」､植栽として「自生・自然の木」､樹形として「主幹がある」にチェックを入れて出力

しましたら、８８の樹種が表示されました｡北東北から九州につきましても､北海道と同じ

ように和名と学名を付けて一覧表を作成することにしております｡以上です。 

【竹内委員】  すいません。事務局さんがこうやって案を出していただいて、それに対

して恐縮ですが、ここで樹種をこうやってきちんと表記しないといけないそういう必要性

はありますか。特に製紙原料の場合は、国産材の場合特に樹種を決めて集めていないと思
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います。そういう場合もあるかもしれませんが、書かないと法的に不足ということですか。 

【籾井委員長】  そうですね。例えば先ほど打ち合わせのときにも出たのですが、絶滅

危惧種が入っていたり、日本の国内で伐採してはいけない、そういう例は非常に少ないと

は思いますが、例えばたまたまそういうものが入っていたり、あとは国内だからといって

デューディリジェンスをやらないのはＷＴＯのルールに抵触するということで、とにかく

国内産であろうが、外国産であろうが同じ扱いをするというアプローチで欧米ではデュー

ディリをやっています。 

 ここで国内産はスルーにするとまずいですが、１つ案がございます。１２ページを見て

いただけますか。マニュアルの１２ページです。フローチャートです。後でこれはまたご

説明します。貿易制裁がないというところから少し右下の方に行っていただくと、非認証

材というところがありまして、そこから右下に行っていただくと２つ菱形がございまして、

下の菱形ですが、ＣＰＩが５０以上の国からの既知樹種、既によく知られている樹種です。

それの場合には無視できるリスクレベルと基本してもいいのではないかと考えておりまし

て、日本の場合はこれに当てはまると思います。 

【上河アドバイザー】  アメリカのデューケアでも、ヨーロッパのデューディリジェン

スでも樹種と学名は必ず特定するようにとなっています。だから、ほんとうに必要あるか

どうかというのではなくて、要は手続き上の中でそれが一応は書いておくということにな

っています。アメリカのレイシー法の中では必ず樹種名と学名を出せと書いてある。それ

で当時のアメリカ大使館の人といろいろ議論をしたときに、こんなのは必要ないのではな

いか、おかしいではないかと随分言ったのですが、それはもう決まりということなので、

これだけは最低限書いてくださいとなっています。何でこういう樹種を書くかというのは

そういう意味です。だから、今おっしゃられるようにほんとうは樹種を見てやっているわ

けではないのですが、ただ少なくともデューディリの手続きの中で、樹種が特定できるよ

うにしておけということだと思います。 

【籾井委員長】  そうですね。 

【太刀川委員】  実行面で考えた場合に特に広葉樹の場合、日本の場合は植林木ではな

くて基本的には自生しているものです。ですから、言ってしまえば主にクヌギ、主にコナ

ラなどそういうくくりになってしまって、そこにほんとうに何が生えているかと１本１本

まず確認するのはまず不可能ですから。 

【上河アドバイザー】  いや、不可能です。 
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【籾井委員長】  はい。 

【上河アドバイザー】  それも事務局から提案したようにこれを示しておけば、少なく

とも漏れはないわけです。必ずここに入っているわけです。 

【籾井委員長】  なので、ここではデューディリをやっているかどうかを見られるので、

実際にそれが違法だったかどうかということではなくて、デューディリをきちんとやった

かということを見るので、これを今大渕さんに説明していただいた表を出して、この北海

道から原材料を買っていると、樹種としてはこれだけ考えられると。これ以上のことはい

ろいろ調べたけれども、確認はその時点ではできなかったというデューディリをやったと

いう証拠を提出するので、あとはそれがやったとみなされるのか、やっていないとみなさ

れるかはもちろん当局の判断という、そこまで日本ではそういうやり方をしないと思いま

すが。なので、この樹種はこれが考えられますということを準備しておけば、こういうケ

ースに関しては事情が事情ですので、現段階ではまずここまでやって今後早急に確認を進

めていけば大丈夫ではないかと考えられます。 

【竹内委員】  樹種の特定というのは、先ほどおっしゃったように希少価値のある、要

はこれを切ったら違法だという樹種が入っていませんと言うためのもの？ 

【上河アドバイザー】  そう言うためのものです。 

【竹内委員】  何となく、でもこれをやっただけでは何もチェックしていないのと一緒

のような気もします。 

【上河アドバイザー】  リストをつくるときにきちんと我々の方でチェックをして大丈

夫なようにきちんとします。 

【籾井委員長】  これはまだこれから作業をしていただいて。 

【上河アドバイザー】  ええ、作業をやりますので。 

【事務局（大渕）】  絶滅危惧的な樹種はリストには入れられません｡ 

【上河アドバイザー】  含めておくとおかしい。 

【事務局（大渕）】  まだ、チェックが全部終わっていませんが､日本の場合はそんなに

ありません｡ 

【竹内委員】  一応あるのですね。 

【事務局（大渕）】  あることはあります。 

【上河アドバイザー】  しかも、それは非常にどこでもあるというものではなくて、あ

る特定の場所にしかないものですから、そこの場所にないことだけをきちんと確認さえし
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ておけば大丈夫だと思います。そういうのが入ることはない。 

【籾井委員長】  ほかの項目と同じで、サプライヤーさんに聞いて確認できるような関

係性をお持ちなのであれば大丈夫な項目だと思います。全く知らないところから買われて

いるのではなくて……。 

【上河アドバイザー】  いや、そんなことはないし、伐採地もわかっているし、絶滅危

惧種がある地域もわかっているわけです。そこではないということだけきちんと確認でき

ればそれでいいと思います。 

【籾井委員長】  はい。 

【竹内委員】  そういうことですよね。そういう意味でむしろ伐採地などを確認すれば

いいのかと思って。 

【上河アドバイザー】  伐採地とその樹種リスト両方でもって確認するという形です。

伐採地だけではなくて樹種の方もきちんと確認します。 

【籾井委員長】  今、上河さんが言われたように、樹種を書くというのはもうレイシー

法でもＥＵＴＲでも樹種は基本情報の１つとなっていますので、これは樹種を調べるけれ

どもこれは調べないという適用の仕方はできません。 

【上河アドバイザー】  そうですね。 

【籾井委員長】  という理由で樹種を書かなければいけないということになります。 

【上河アドバイザー】  海外の場合は植林木なので、これはもうユーカリやアカシアな

ど特定できますよね、樹種については。ただ、日本国内の広葉樹だけはそういう意味では

非常に難しいです。そこだけ対応が必要かと思っています。日本でもスギやヒノキであれ

ばこれはきちんと特定できます。針葉樹であれば。 

【飛田委員】  すいません。伐採地というのはどのレベルのことを言われていますか。

地方、例えば中国地方や北海道などそういうレベルですか。 

【籾井委員長】  これは確か伐採地を書いた方がいいというご意見をいただいて入れた

と思います。 

【上河アドバイザー】  そうですか。 

【籾井委員長】  はい。海外でいうと伐採地区レベルでよろしいかと思います。 

【飛田委員】  地区というのは、どういうくくりですか。 

【籾井委員長】  この森林という。 

【上河アドバイザー】  地区というのは例えば海外でいえば州レベルぐらいですね。 
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【飛田委員】  日本で言うと？ 

【上河アドバイザー】  日本で言うと都道府県レベルぐらいです。 

【飛田委員】  県。 

【上河アドバイザー】  何々県でいいと思います。 

【籾井委員長】  では、書いておいた方がよろしいですか。 

【上河アドバイザー】  日本の場合は都道府県レベルで、海外の場合は州レベルですね。

国１本というわけにはいかないですね。 

【籾井委員長】  はい。 

【飛田委員】  これはここで今、樹木分布図ですが、北海道や北東北とかそういうレベ

ル。 

【上河アドバイザー】  というよりはもうちょっと日本の大体が県レベルではないかと

思います。今、違法伐採モニタリングをやっていても、皆さん方は集荷県として何県とい

うのは大体書かれています。何とか地域というよりは、何々県の木ですというぐらいは特

定できていると思うので、多分県で大丈夫ではないかという気がしています。難しいです

か。 

【飛田委員】  すいません。そこの実務はやっていないので、すいません。 

【上河アドバイザー】  そうですか。日本でも国産でもトレーサビリティレポートをき

ちんと出してもらっています。そのときには大体皆さん県を書いていますよね。 

【前田オブザーバー】  県レベルまではお願いしています。 

【上河アドバイザー】  お願いしています、はい。だから、県レベルは大丈夫だと思い

ます。 

【籾井委員長】  では。 

【上河アドバイザー】  あとは木質燃料の扱いですね。 

【籾井委員長】  はい、それを。 

【上河アドバイザー】  これが一番重要です。 

【籾井委員長】  こちらに関しましては、対象とするかしないかという議論が前回から

あったのですが、ボリュームがあるということでした。せっかくマニュアルをつくって一

所懸命やっても、きちんとこれをやっていないではないかと指摘されるよりは、まず対象

としてできるところから始めるというのはどうかと思いまして、対象にするということで

入れております。 
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 この対応の仕方ですが、添付資料の資料３を見ていただけますか。今の大渕さんにご説

明いただいた樹種が載っているページの次です。木質燃料の扱いについてということで私

も不勉強でバイオマスのことは詳しくありません。皆さんのほうで逆に教えていただきた

いのですが、ＥＵＴＲに関しましてはバイオマス原料というのは通常の製品と同じ扱いで

樹種や原産国といったことを全て情報にアクセスできるようにしておかなければいけない

ことになっています。これはそちらに書いていますように、ウッドチップ、おがくず、廃

材、全て対象となると。丸太、ブリケット、ペレットまたは類似の形状に固められたか否

かに関わらず、ＥＵＴＲの附属書に記載される複合分類名４４０１種は対象とするとなっ

ております。バイオエネルギーに利用される残渣やおがくずなども、ガイダンスによると

明らかに対象となっているということで、これはガイダンス文書の１３ページに対象とな

りますと書いております。樹種、伐採地それぞれの種類の適用法への準拠についての情報

にアクセスできるようにしておかなければいけないと。ＥＵＴＲの場合、バイオマス原料

が除外されるのは、既にＥＵ市場内に出荷されていた木材を使ってバイオマス原料をつく

る場合になりまして、これは例外ではないということになります。 

 背景といたしましては、ＥＵでは再生エネルギー指令というのがございます。この指令

のもと、２０２０年までにエネルギーの２０％を再生エネルギーでまかなう等いろいろな

目標が掲げられているという経緯もございまして、再生エネルギー指令のほかに英国、オ

ランダで固体バイオマス持続可能基準があります。なので、ＥＵを通してバイオマス原料

の合法性や持続可能性というのは、スタートラインが日本の場合と違うということでＥＵ

ＴＲの対象となっても対応できる背景があります。 

 それに対しまして、日本ではどうかと言いますと、皆さんの方がご存じのとおり、液体

バイオ燃料ＬＣＡを含む持続可能性基準が２０１０年に策定されましたが、固体バイオマ

スに関しては基準がありません。それを求める声があるということで、そのうち基準がで

きるとも聞いております。まだそういう対応がされていないということは日本に今存在し

ているバイオマス原料に関しては、ボトムラインが低いという事情がある。 

 では、そういう規制がＥＵほど厳しくないアメリカではどうしているかです。レイシー

法における複雑な製品の場合の申告情報を見つけました。レイシー法は製品が複雑な場合、

申告に関しては余り全部樹種を調べることが不可能な場合は、いろいろ除外規定を設けて

いるのはあります。その中でその表にございますように２番目ですね。複合製品やリサイ

クル材、あるいは再生材に関しては、Specialというコードが設けられております。これは
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申告のときに樹種を全部調べなくてもよいとなっています。なので、現段階はまずこうい

うような対応の仕方でスタートでいいのではないかという意見を先ほどお話しましたヨー

ロッパの専門家の方からもいただきました。 

 マニュアルの８ページに戻ります。この木質燃料に関しては、わかる範囲において記載

をする。例えば、廃材が何パーセントぐらい、もしそのような判断ができる場合はそのよ

うに対応すると。樹種に関してもわかる範囲で書いておくということにして、完全にデュ

ーディリジェンスを木質燃料においてきちんとできるのは、例えば何年後を目指すという

ようなコミットメントを表記することで対応するのはどうかと考えております。 

 これについて、ご意見、ご質問ありましたら、お願いいたします。 

【飛田委員】  木質燃料というのは、解体材などそういったものも含むということです

よね。 

【上河アドバイザー】  そうです。含みます。 

【飛田委員】  そういうことですよね。実際問題、非常に難しいのかと思います。そこ

でいついつを目指すと言うとすごく難しいと思いますが、その辺りはいかがですか。 

【籾井委員長】  例えば、先ほど申しました日本で策定の可能性がある固体バイオマス

原料の持続可能性基準ができるとすると、購入される木質燃料の持続可能性がある程度ク

リアされているのであれば、合法性もクリアされているとみなしていいと思います。そう

いうものができたらデューディリをきちんとやれるようになると思います。その辺は、上

河さんいかがですか。 

【上河アドバイザー】  木質燃料といってもいろいろな形態があって、ペレットもある

し、それからチップもあるし、これをどうするかということです。だから、あるいは木質

チップやペレットであればおそらく製紙用チップとそんなに変わらないと思います、確認

など手続きも含めて、サプライチェーンも含めてそんなに変わらないと思うので、そこは

同じようなことでやればできるとは思います。 

 ただ、問題は今まで製紙連合会のモニタリング事業の中では、木質燃料までやってきて

なかったことです。ただ、今回できる日本の法律では今度バイオマスも含めて合法性を確

認することになっています。となると対応せざるを得ないと思います。だからここで入れ

てもいいと思います。だから、わかる範囲というよりは、むしろこれは入れておいて、も

ちろんすぐにできるところとできないところがあるから、そこはだんだんできる、何年か

かけてやるのということで、いずれにしても入れておいた方が安全ではないかと思います。 
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 それとあと、建築廃材のようなものははっきり言ってトレース不可能です。これはもう

はじめからそこのところは、建築廃材はオーケーというようにしておくしかないと思いま

す。おそらくヨーロッパ、ＥＵＴＲでもそうではないですか。建物を壊したもの、これは

無理ですね。 

【籾井委員長】  建築廃材は再生材ということになります。 

【上河アドバイザー】  それは多分外れていると思います。 

【籾井委員長】  それはもともと除外です。 

【上河アドバイザー】  除外ですよね、そうですよね。だから、そういう意味で言えば

今回入れておいた方がいいかという気が私はしています。だから別に「わかる範囲で」と

書かなくても木質燃料と入れておけると。 

【籾井委員長】  でも、何か非常に難しいということを企業の方はおっしゃっていらっ

しゃったので……。 

【太刀川委員】  例えば、木質ペレットの場合、先ほど１２ページのリスクアセスメン

トの流れでこれも同じと考えてよろしいわけですね。 

【籾井委員長】  はい。 

【太刀川委員】  それで、先ほどの非認証材の中のＣＰＩ５０以下の場合は植林木であ

れば無視できるリスクということになるわけですよね。 

【籾井委員長】  はい。 

【太刀川委員】  製紙用のチップの場合はここでは問題ないと思うのですが、ペレット

の場合ここがクリアというかどうか。 

【籾井委員長】  そうですか。 

【太刀川委員】  ＣＰＩが低い国で、植林木でないものがペレットの原料になっている

可能性は否定できないと思います。 

【上河アドバイザー】  例えばベトナムのようなところですね。ほかに中国などです。

東南アジアのペレットは、結構日本に入っています。 

【太刀川委員】  ええ、入っています。 

【上河アドバイザー】  できないものが結構あるような気がします。 

【太刀川委員】  そこが引っかかってくるのではないかと。 

【上河アドバイザー】  そうですよね。 

【太刀川委員】  ですから、上河さんおっしゃるようにチップについてはもう既にやら
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れているのでいいのですが、問題はペレットですね。 

【上河アドバイザー】  ペレットは確かにそうですね。だから、北米などから来るもの

は大体製材残材のペレットなのでこれはまず問題ないと思います。東南アジアも結構ある

ので。 

【太刀川委員】  東南アジアのペレットは結構……。 

【籾井委員長】  だから、ここはわかる範囲においてという表記ではないにしても……。

ほかの項目とは同じ扱いではなくて……。努力目標ということでも良いかと思います。 

【上河アドバイザー】  努力目標、できるところからまずやっていくと。 

【籾井委員長】  できれば何年後までにデューディリジェンスをきちんとやれるように

するということを書くようにしたいところです。やるつもりですということは書いておい

た方がいいと思います。 

【上河アドバイザー】  これはやらざるを得ないと思います。 

【太刀川委員】  一方で、ペレットも東南アジアの業者でも森林認証を取ったペレット

が出てきつつあります。逆に言えば、そういうものであれば……。 

【上河アドバイザー】  オーケーです。 

【太刀川委員】  それだったら問題ないということですよね。 

【籾井委員長】  もちろん。 

【上河アドバイザー】  そちらの方に誘導するような格好ですね。 

【太刀川委員】  そういうことですね。 

【上河アドバイザー】  それでいいと思います。今は実際問題、質の悪いペレットも流

通しているので。 

【太刀川委員】  そうですね。ですから、すぐにとはいかないけれど、ペレットも森林

認証を取得してくださいということを働きかけるということですね。 

【上河アドバイザー】  その辺は今籾井さんがおっしゃられたように、例えばとりあえ

ず入れておいて、何年を目途にやれるように努力するというか、そういう格好にしておけ

ばと思います。 

【籾井委員長】  はい。 

【上河アドバイザー】  それでいいと思います。 

【籾井委員長】  太刀川さんがおっしゃったように、取得してもらう方向でサプライヤ

ーと協働している感じで。 
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【太刀川委員】  そうですね。 

【上河アドバイザー】  そうですね。 

【籾井委員長】  ほかに何かご意見はないですか。 

 では、時間もありませんので先に進めます。 

 ７番、サプライチェーン情報へのアクセス。下記のサプライチェーンに関する情報を、

（相応に現実的な程度において）「調達前に収集する／アクセスできるようにする」として

いたのですが、「アクセスできるようにしておく」でよろしいですか。 

【上河アドバイザー】  収集とアクセスは違うのですか。 

【籾井委員長】  事前に集めておくのではなくて、事前に全部を集め切らなくても、リ

スクアセスメントをできる情報を揃え、他は必要に応じてサプライヤーに聞けばわかると

いう状態にしておくということです。 

【上河アドバイザー】  そういう意味ですね。 

【籾井委員長】  そのためにサプライヤーに対し情報提供への合意文書に署名を要請す

る。ａ、製品の種類、ｂ、市場に出ている全製品の樹種の通称と学名、ｃ、木材の伐採さ

れた原産国、リスクがより高い原産国では地域、森林伐採地区、ｄ、木材製品が製造され

た国、ｅ、製品のサプライヤーリスト、商号、国名、住所。製品の種類に関しては、木材

チップの種類と樹種、パルプの種類と樹種、木質燃料の種類と樹種、わかる範囲において、

サプライヤーの商号と国名と住所としております。ｆ、マニュアルの対象となる購入予定

の木材製品の量、ｇ、該当する場合は以下を含む、木材・木材製品が関連法規制に準拠す

ることを示す文書またはその他の情報。以下のところですがＦＬＥＧＴライセンス材及び

ＣＩＴＥＳ材、ＦＳＣ及びＰＥＦＣとの相互認証制度の認証証明書、第三者合法性証明シ

ステムへの準拠を示す文書、ＥＵ木材法、オーストラリア違法伐採禁止法によって認めら

れた文書、ｈ、サプライチェーン図となっています。 

【上河アドバイザー】  ここのところで、情報提供に関する合意文書というのは必要で

すか。署名すると書いてありますがこれは必要ですか。 

【籾井委員長】  はい。各マニュアルには欧米式のやり方ですので、契約のような感じ

で情報を出してほしいと言ったら出してくれることに合意してほしいと、それにサインし

たサプライヤーと取引するというやり方をしていますが、日本の場合はあまりこういうや

り方をされないと思います。 

【荒井委員】  輸入チップの売買契約の中に一部入れているものがあります。 
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【竹内委員】  ええ。トレーサビリティの情報提供を求めています。 

【上河アドバイザー】  それなら、問題ないですね。 

【荒井委員】  チップの情報というのは、ある程度織り込むようになってきているので。 

【籾井委員長】  では、ここは「サプライヤーに対し情報提供への合意を得ておく」な

どと書くのはいかがですか。 

【上河アドバイザー】  それでいいのではないですか。契約しますから。 

【籾井委員長】  はい。 

【上河アドバイザー】  当然契約行為は行うので。 

【籾井委員長】  では、「契約文書などにより」など入れますか。 

【上河アドバイザー】  「情報提供について契約文書等により合意を得ておく」などと

すれば問題ないと思います。別の文書か何か必要と言われてしまうと大変だと思います。 

【籾井委員長】  わかりました。では、「サプライヤーに対し情報提供について契約文書

などを通して合意を得ておく」とします。 

【上河アドバイザー】  そうですね。あとこの表がよくわからなかったのですが、サプ

ライヤーリストのところに、製品の種類と書いてあります。これは必要ですか。木材チッ

プの種類と樹種など書いていますが、木材チップのサプライヤーは何々、パルプのサプラ

イヤーは何々、木質燃料のサプライヤーは何々というのではだめですか。種類と樹種と書

いてあるのが、これが表にしたときによくわからなかったのですが。 

【籾井委員長】  これは例えばこういうチップはこういうサプライヤーから買うという、

いろいろなチップでもいろいろな種類があればということだと思います。これはもともと

こういう表が元のマニュアルに入っていたのですが。 

【上河アドバイザー】  製品の種類として木材チップ、パルプ、木質燃料と分けておけ

ば、種類と樹種は必要ないかと。樹種は上の表で全部入っていますよね。 

【籾井委員長】  これですね。多分この樹種はこのサプライヤーから買っているという

のがわかるようにする意味だと思います。 

【上河アドバイザー】  サプライヤーからトレーサビリティレポートを取れますからそ

この中には樹種もきちんと全部書いてありますので、樹種は特にこの表でつくる必要はな

いという気がします。パルプの種類や木材チップの種類も、例えば針葉樹チップや広葉樹

チップぐらいの分類であれば別に問題ないと思います。樹種というのは必要ない気がしま

す。 
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【籾井委員長】  わかりました。 

【竹内委員】  でも、これはサプライヤーのリストを羅列するという意味ですよね。 

【上河アドバイザー】  そうです。 

【籾井委員長】  そうです。 

【竹内委員】  そこに、でもこのサプライヤーの樹種が何とかですと書くという意味で

すよね。 

【籾井委員長】  はい。 

【上河アドバイザー】  書くかどうかですね。 

【籾井委員長】  書くかどうかと。 

【上河アドバイザー】  要はサプライヤーリストをつくってもらいますが、それに……。 

【竹内委員】  樹種はもうそこに入れなくていい。 

【上河アドバイザー】  入れなくていいのではないかという気がしますが、要りますか。 

【飛田委員】  どうでしょう。 

【千葉委員】  これ国内のサプライヤーは入っていない？ 

【籾井委員長】  入っています。 

【千葉委員】  入っていればいいです。 

【上河アドバイザー】  だから、樹種はここでは要らないような気がします。 

【籾井委員長】  調べようと思えば調べられるというところがポイントなので。 

【上河アドバイザー】  それはもちろん調べられます。 

【籾井委員長】  サプライヤーからのトレーサビリティレポートと連動していることを

どこかに書けばいいと思います。 

【上河アドバイザー】  連動していることを書いておけばいいですね。 

【竹内委員】  大体、ただお客さんから求められるのはこういう形態ですね。紙のお客

さんから、お宅のパルプは大丈夫ですかと言われたときに、原産国、サプライヤー名、樹

種という表を出させられて。 

【上河アドバイザー】  そうですか。 

【竹内委員】  こういう形なのかという気はします。 

【上河アドバイザー】  それはサプライヤーの後に来るのですね。サプライヤーがあっ

て、国名があって、樹種があってその後にどういう樹種だとか、どういう商品だとかとい

う前ではなくて後ろという感じですか。 

− 308 −



 

 

【竹内委員】  どちらだったか覚えてません。 

【上河アドバイザー】  どちらですか。 

【籾井委員長】  でも、今竹内さんがおっしゃったやり方でやった方が、例えば樹種は

何があるか、サプライヤーは誰かとするよりも、サプライヤーはここがいる、ここが提供

しているのはこの樹種というのはサプライヤー・レポートを見るとわかるということです。 

【竹内委員】  サプライチェーンなので、要はどういうところから買っているのかとい

うことで、我々は購入先を別に管理しているのでそういうイメージかという気がします。 

【事務局（大渕）】  そうすると、ここではサプライヤーが一番大事なので商号が一番左

に来るということですね。 

【籾井委員長】  はい。 

【上河アドバイザー】  その次に、国名が来て、住所が来て……。 

【事務局（大渕）】  それでその後にチップやパルプなど来るわけですね。 

【籾井委員長】  はい。 

【事務局（大渕）】  わかりやすい表にしたいですね。 

【籾井委員長】  これはこのとおり絶対しなければいけないということではなくて、も

ちろんやりたい、やりやすいやり方でやっていただいて構いません。 

【上河アドバイザー】  実用に合わせてですね。 

【籾井委員長】  必要であればこの表がきちんと埋められる状態であることが確認でき

れば、別にこの表を毎回埋める必要はないと思います。 

【上河アドバイザー】  はい。 

【太刀川委員】  このｃの（リスクがより高い原産国）のリスクというのは、これはＣＰ

Ｉと同義という……。 

【籾井委員長】  違法性のリスクという意味です。 

【太刀川委員】  違法性のリスク？ 

【籾井委員長】  はい。ＣＰＩ含め……。 

【太刀川委員】  ＣＰＩを含めですね。 

【籾井委員長】  含め、はい。例えばＮＧＯのレポート等によく出てくる国など。 

【太刀川委員】  そこはもうこちら側が判断するということですか。 

【籾井委員長】  そうです。 

【上河アドバイザー】  そうですね。判断のときの１つの基準としては先ほど言ったＣＰ
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Ｉは使えるということですよね。 

【籾井委員長】  はい。 

 では、次に進んでよろしいですか。７.１サプライチェーン情報の収集。情報収集はトレ

ーサビリティレポート（別添１）により、リスクアセスメントがきちんとできるレベルで

行う。７.２サプライチェーンの関する情報へのアクセス、サプライチェーンに関する情報

が不足していることはリスクを意味する。この場合リスク緩和措置を取る。７.２.１情報

更新・改変。サプライチェーンやサプライヤーに関する情報は、以下のタイミングで更新

する。年に１回。サプライチェーンに変化があった場合。７.２.２情報のギャップに関す

る評価。リスクアセスメントの前にサプライヤー情報は確認しておくこと。不足する情報

について評価し、これを情報のギャップと考えること。 

 ここはよろしいですか。次に行きます。 

 ８．リスクアセスメント。リスクアセスメントでは以下を含む項目についてリスクが低

い、あるいは無視できるか否か、これは無視できるということで統一します。無視できる

か否かを検討する。製品、樹種、原産地、サプライチェーンの複雑さ。リスクアセスメン

トについては、違法伐採対策モニタリング事業の調査マニュアル（別添２）に基づいて実

施する。基本的に以下の条件全てが満たされる場合、リスクは低い、無視できる、無視で

きるに統一します、無視できると考えてよい。詳しくはヨーロッパ木材貿易連盟発行文書、

これは添付資料８として最終報告書に入りますが、これも参考にしてリスクアセスメント

を行うことが望ましい。以下の条件というのが、ａからｆです。ａ、原産国は国連安全保

障理事会または欧州理事会によって木材貿易を禁止されていない。ｂ、サプライチェーン

中に証明された違法行為は全くない。ｃ、原産国または樹種について違法性の蔓延は報告

されていない。ｄ、サプライチェーン中には特定することのできた企業のみ限定的な数し

か存在しない。ｅ、木材又は木材製品が適用法令に準拠することを示すために必要な文書

は全てサプライヤーによって用意されている。ｆ、原産国の腐敗レベルが低い。認証・合

法性証明木材コントロールウッドの場合、８.１に従い制度の条件とＦＭレベルでのリスク

を評価。上記以外の場合は８.２に従う。 

 何かここまででご意見、ご質問ございますか。これは前回も見ていただいております。

変えた部分としては、８.１の説明文の３行目の認証コントロールウッドというのを加えて、

認証・合法性証明木材プラス認証コントロールウッドであれば８.１に従って無視できるレ

ベルであると判断してよいと変えただけでございます。 
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【太刀川委員】  すいません。ＥＵＴＲやレイシー法の原文でも、ここのコントロール

ウッドの表記はコントロールウッドではないですね。 

【籾井委員長】  ＥＵＴＲとレイシー法とオーストラリアの法律では、基本、認証材の

扱いというのは認証材であればリスクが無視できるとは書いていませんので、あくまでも

企業が認証材であればリスクを無視できるだろうと判断する場合は、認証材を調達して対

応するという扱いです。大半の場合はもちろん問題ないですが、認証材であれば、コント

ロールウッドであれば、というようには書いてありません。 

【太刀川委員】  そうするとどこかで、コントロールウッドの定義がどこかで必要にな

りますか。 

【上河アドバイザー】  そうですね。多分、タームのリファレンスをつくっておいた方

がいいですね、最後に。 

【籾井委員長】  わかりました。 

【上河アドバイザー】  定義集のようなものをつくっておいた方がいいですね。 

【太刀川委員】  そうですね。 

【籾井委員長】  はい。では、先に進んでもよろしいですか。 

 ８.１認証・合法性証明木材の使用。認証済みの木材製品の場合には、ＦＳＣまたはＰＥ

ＦＣの相互認証制度であれば、各制度で定められる規定に従い実際の製品の認証が確認で

き、またＦＭレベルで違法性に関する重大な問題が報告されていない場合、リスクは無視

できるとみなす。認証コントロールウッドについても同様の扱いとする。それ以外の認証

制度の場合、８.２に従いリスクアセスメントを行う。 

 ８.２リスクアセスメントチェックリスト。８.１でリスクが無視できるレベルと特定で

きない場合、以下のチェックリストに従ってリスクアセスメントを行う。リスクアセスメ

ントをここだけで完結できるリスクのカテゴリーとして１から４までございます。１、Ｆ

ＬＥＧＴ材か、２、先ほどの木材貿易禁止令が出ているかいないか、３、４、ワシントン

条約に載っている樹種であるかどうかということ。これはＦＬＥＧＴ材であれば、ＥＵＴ

Ｒの場合はリスクをチェックしなくてもよいとなっていますので、ここで完結します。そ

れから、木材貿易禁止令が出ている場合にはもちろん輸入はできないと。そして、３、４

に関しては、ワシントン条約のもと必要な許可が全部用意されている場合は、これもリス

クはチェックしなくてよいとなっております。それから、ほかの項目としまして、認証状

況と５、６、７とこれは認証に関してサプライヤーと製品の両方がＥＵ木材法適用条件全
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てに適合する信頼できる第三者認証制度の認証を受けているか。６、受け取った製品にそ

の製品の認証を確認できる情報が付帯しているか。７、ＣｏＣがつながっており、サプラ

イヤーの認証が有効であることが確認できるか。こちらは特に問題ないと思います。です

から、認証製品に関しましては、きちんとおそらくＰＥＦＣかＦＳＣしかないと思います

が、それに関してＰＥＦＣ、ＦＳＣで定められる規則にしたがっているかということをチ

ェックしていただいて、チェックできればリスクは無視できるレベルであると判断して良

いということです。それから、樹種のリスク、これは樹種のリスクだけではリスクアセス

メントは完結しないのですが、樹種は必ずチェックしていただいて、もし違法伐採の報告

のある樹種だった場合にはさらにリスクアセスメントをしていくということになります。

原産地のリスク、原産地、原産国における伐採に関して第三者の権利の侵害など、人権リ

スクを含む違法行為の重大なリスクがないことが確認できるか。これは第三者の権利の侵

害という人権リスクに関しては、ＥＵＴＲではこれは合法性の定義に入っておりますので、

ここをしっかり確認することが日本と一番大きな違いとなります。その際に確認に使用す

る参考サイトとして載せております。これらに関しては昨年の報告書に詳しく説明を載せ

ておりますが、皆さん多分ふだんからよく見られているようなサイトかと思います。 

 次にまいります。サプライチェーンのリスク。１０、サプライチェーンに関する情報に

製品の原産地を確認し、管理の程度を特定できるレベルでアクセスできるか。１１、加工

や輸送の段階で無視できないリスクを持つ製品と混ざったりすり替わったりしていないか。

１２、樹種、数量、品質の分類は関連規制に従ってなされているかというところです。 

 これらのリスクアセスメントの項目に従ってフローチャートをつくったのが８.３リス

クアセスメントの流れです。前回と変わったところは、コントロールウッド（ＣＷ）を入

れた部分とあとはＣＰＩ云々といった先ほどのところですが、左から見ますとまず国連安

全保障理事会やＥＵ理事会からの貿易制裁があるかないかと、ある場合はもちろん輸入で

きませんので、ないことを確認して、ＦＬＥＧＴ材、あるいはＣＩＴＥＳ材であった場合

にはリスクアセスメントは要らない。ＦＬＥＧＴ材、ＣＩＴＥＳ材以外の場合、まず認証

材であるかどうか。認証コントロールウッドかどうか。それらに該当する場合はＦＳＣか

ＰＥＦＣか。ＦＳＣあるいはＰＥＦＣであった場合は上の矢印の方に行きまして、ＦＳＣ、

ＰＥＦＣ認証でＦＭレベルに違法伐採問題がなく、先ほどのいろいろな制度上の規制にき

ちんと準拠しているかどうかが確認できる場合、リスクは無視できるレベルである。ＦＳ

Ｃ、ＰＥＦＣ以外の場合は、まずＥＵＴＲやそういったものの条件に合うような制度かど
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うかをチェックするというように進んでいきます。この場合はほとんど考えられないと思

いますので、ここは省略させていただきます。 

 認証材以外の場合、非認証材といった場合に、ここは書き直す予定です。見づらいです

が、まずチェックしていただきたいのがＣＰＩ（腐敗認識指数）の数値が幾つかというと

ころになります。武力紛争のないＣＰＩが５０以下の国からの植林木の場合、つまり汚職

や賄賂などの不正やガバナンスに問題があるような国から来ている木材でも、植林木であ

った場合には無視できるリスクレベルと進んでもいいのではないかと書いております。先

ほどペレットの件などで議論もありましたので、ここはまた検討したいと思います。それ

から、ＣＰＩが５０以上の国からのよく知られている樹種、先ほど言いましたように、日

本の国内の広葉樹やそういったものであれば、天然林であっても違法性は低いとみなして

いいのではないかということで、Ｙｅｓの場合無視できるリスクレベルとしてあります。

それ以外の場合、つまりＣＰＩが５０以下の国で天然林の場合は、あるいはＣＰＩが５０

以下の国の場合は樹種リスクを調査する。ここでは、樹種を調査しても、特に何も結論が

出ませんのでそのまま次に進んでもらって違法リスクを確認すると。違法リスクというの

は先ほどの合法性の定義はＥＵＴＲやレイシー法、オーストラリアの法律に合わせて確認

します。ここでリスクがないと判断されたら、次はサプライチェーン情報にアクセス可能

かどうかチェックします。あとは保管に関するいろいろな先ほどの決まりがありましたが、

そういうものがきちんと守れているか、分類上の問題がないかといった項目をチェックし

て全て大丈夫ということであれば、リスクは無視できると進んでいいです。１つでもこの

課程で問題があるとなった場合にはリスクは無視できないと判断し、リスク緩和措置を取

るという次のプロセスに進むわけです。 

 ９．のリスク緩和措置です。リスクアセスメントの結果、リスクレベルが無視できない

ものであった場合、リスク緩和措置として以下の要素を含んだ手続きを踏む。どのような

手続きを取るかはリスクの種類や程度または第三者証明や代替製品があるか否かなど様々

な要素によって異なってくる。実はヨーロッパの木材貿易連盟では、リスク緩和措置行動

計画というのをつくりなさいと言っています。これは各社で既にいろいろなプロセスが存

在しているということですので、基本以下のようなことが例えば考えられます。あとは各

社のやり方でやっていただくように提案しています。１番、追加情報や文書の要請をする、

２番、自社でサプライチェーン監査を行う、３番、第三者証明あるいは第三者監査を行う、

４番、無視できないリスクレベルに該当するサプライヤーや製品を違うものに変えると。 
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 ９.１に、リスク緩和措置行動計画の作成と書いていますが、これはおそらく必要ないの

ではないかと思っておりますので、これを削除する方向で考えております。 

 最後に、その次のページに事務局で用意していただいていますＣＰＩの最新版です。こ

のように、ＣＰＩの数値が高ければ高いほどその腐敗レベルが低い。なので、木材に関し

ても違法性のリスクが低いとみなされるということで、例えば日本のランクは１８番目で

ＣＰＩ７４です。ブラジルのランクは７２番目でＣＰＩ４２つまり５０以下となっていま

す。ただ、これは毎年更新されますので、常に最新のものをチェックしていただくことが

必要になります。 

 駆け足になりましたが、ここまで何かご意見、ご質問ございますか。 

【事務局（大渕）】  ８．３のリスクアセスメントの流れの表ですが、Yes､Yesとパスし

た結果､「分類上問題なし」にたどり着くのですが､一番下にＯＫなどの表示があれば判り

やすいと思いますが…。 

【籾井委員長】  そうですね。 

【事務局（大渕）】  それからもう１つ、同じように右の方にYes､Yesとパスして「無視

できるリスクレベル」の右側にもＯＫなどの表示が欲しいと思いました。 

 それからあと、デューディリジェンス・ツール全体について、言葉の定義の話が出まし

たが、あと略語集も必要かと思いました｡ 

【籾井委員長】  わかりました。 

【上河アドバイザー】  よろしいですか。９.１のリスク緩和措置行動計画についてです

が、これは特定の何か使えるものがあるのですか。 

【籾井委員長】  例えばこういうのがあるという雛形のようなものはもちろんあります。

これはその上に出ている１から４ぐらいの項目で対応するためのプロセスは各社であると

いうようなご意見があったと思います。 

 あるいは、ここに例えば何々社で使用する手続きはこういうものがあってこの中に組み

込むのでこれを利用するなど、書けるのであればそれがいいと思います。 

【上河アドバイザー】  そこはこの前ヒアリングされましたよね。そのとき何かそうい

う話はありましたか。 

【籾井委員長】  これに関しては特にありませんでした。 

【上河アドバイザー】  特になかったですか。 

【籾井委員長】  はい。 
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【上河アドバイザー】  単純にリスク緩和措置行動計画では何をしたらいいかというの

はよくわからない気がします。要はここに書いてある１から４をやればいいわけですよね。 

【籾井委員長】  １から４のうち合うものをやるということです。 

【上河アドバイザー】  やるわけですよね。 

【籾井委員長】  例えばもう少し文書をください、で済む場合もありますし、あるいは

これは問題が、根が深いとなって、でもどうしてもこの製品は買いたいと。では現地視察

に行こうなど、それはほんとうにケース・バイ・ケースなので。 

【上河アドバイザー】  そうですよね。 

【竹内委員】  でも、計画をここで……。要は、これは確認できないうちは少なくとも

製紙連の会員は取らない、買わないということになるわけですか。 

【上河アドバイザー】  そうですね。 

【竹内委員】  結果的にはもう全部リスク緩和も終わって初めて。 

【上河アドバイザー】  そうですね。だから、余りこのケースでは。 

【竹内委員】  なくてもいいのかなという気が……。 

【上河アドバイザー】  気がします。念のためにリスク緩和措置はつくっておいて、も

し万が一こういう場合は１から４をやりますということさえ書いておけば、何も改めて特

別な行動計画をつくる必要は特にないかという気はします。 

【籾井委員長】  はい。今、ヨーロッパ木材貿易連盟の出している補足文書には、この

１から４の項目をさらに詳しく並べたものがあります。例えば、現地監査はリスク緩和措

置としては最強の手段であるなど、そういう説明はあります。例えば、ＦＭオーディット

はストロングと書いてありますし、ドキュメントベースとＦＭＵオーディットはウィーク

と書いてあります。なので、どれをやるかというのはリスク緩和に関してはもう余りいろ

いろ決めてしまうよりは、これをやっておけばいいとなってしまうと困るので。 

【上河アドバイザー】  そうですよね。 

【籾井委員長】  あくまでもこれは自己責任であるという意識のもと、どこまでやるか、

何をやるかというのは各社で判断していただく方がいいのではないかと私は思います。 

【上河アドバイザー】  ええ、そう思います。では、そうすると９．１はなしというこ

とでよろしいですか。何か行動計画というと、つくらなければいけないような感じになっ

てしまいますよね。 

【籾井委員長】  はい。そして、つくるとそれをやればいいということになりかねない
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ので。すいません。説明が前後しましたが、今私が言ったこの補足文書は日本語にする予

定なので、もし何かわからないことがあればこれを見ていただくと少し説明が書いてある

ものは付けるつもりです。 

【上河アドバイザー】  何々の文書を参考にすると書いておいていただければ、それを

参考にしてやりますよね。 

【籾井委員長】  あと１点だけ皆さんに簡単にお伝えしたいことがあります。つい今月

ＥＵＴＲの取り締まり事例が２つございました。オランダとスウェーデンでデューディリ

をやっていなかったという違反事例がありました。それに対する当局の対応は、まず業務

改善命令です。いついつまでに改善しなければ罰則が適用されますというやり方を取って

います。ですから、多分日本の場合は法案ができても、同じようなアプローチ、あるいは

それより緩いアプローチになると思います。いずれにしても、これを完璧に全てやらない

とだめというような性質のものではなく、トライアンドエラーの余地が今はあるというこ

とです。 

 なので、これをやっていても違反、もし知らない間に違法材を買っていたらどうします

かという心配をよくされますが、そういうことではなくてこれをできるだけきちんとやる

と。その上でもし違反が仮にあった場合は、改善するという注意がなされるというような、

デューディリジェンスというのはそういう性質のものかと思います。 

【上河アドバイザー】  ＥＵの場合は、もし万が一見つかった場合には、きちんと是正

措置をやって更正しましたとすればそれで無罪放免になるということですか。 

【籾井委員長】  はい。オランダの場合は販売禁止令や、今とりあえず販売するのに今

回、差し止めがありまして、それに違反して販売し続けるとそれに対してペナルティが課

されるということです。 

【上河アドバイザー】  アメリカのレイシー法の場合は、万が一悪いことをやっていれ

ばその場合必ず罪になって、ただデューケアをやっている場合には罪は軽くなりますとい

う仕組みですよね。レイシー法の場合は。 

【籾井委員長】  そうですね。 

【上河アドバイザー】  だから、ＥＵと少し違いますよね。 

【籾井委員長】  ＥＵと違います。 

【上河アドバイザー】  アメリカの場合は問答無用でとにかく摘発して、ただしあらか

じめきちんとデューケアなどを常にやっていれば、罪は軽くなりますというそういう仕組
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みですか。 

【籾井委員長】  そうです。 

 あとアメリカの場合は、検察側で全部調べて証明するのはそちら側です。ＥＵの場合は

デューディリをやったと証明するのは業者ですが、アメリカの場合はヂューディリをやっ

ていないことを当局が証明しないといけないので、摘発事例は少ないと思います。２０１

０年からもうやっていて三、四件ぐらいしかありません。大きなものは２件しかないので。 

【事務局（大渕）】  有名なのがアメリカの楽器メーカーのギブソン社が輸入したマダガ

スカルの黒檀ですね。 

【籾井委員長】  結局ギブソン社側で違反というか、デューケアをやっていませんでし

たと認めて、エンフォースメント・アグリーメントを結んでいます。ですから摘発をバン

とやられたというよりは「わかりました。改善します。」という合意に至り罰金は払ったと

いうことです。 

【上河アドバイザー】  払ったけれども司法取引をしてかなり軽減してもらってますね。 

【籾井委員長】  そうですね。 

【事務局（大渕）】  罰金で済んだということですか。 

【籾井委員長】  はい。 

 すいません。何かほかにございますか。 

 それでは、時間がオーバーしてしまいましたが、報告書の目次案について、事務局から

説明をお願いいたします。 

【事務局（大渕）】  それでは､資料４の報告書の目次案をごらんください。 

 これもまだ少し変わる可能性はありますが、今のところ「はじめに」で調査の目的・概

要を書いて、それから検討委員会を設置でメンバーのお名前を書かせていただきます。第

１章ですが、今世界から何を求められているかということで、昨年度の報告書を見なくて

もここからでもスタートできるような形にある程度しておいた方がいいのかと。それから

第２章、製紙業界のこれまでの取り組み、第３章、世界に通用する合法性基準とデューデ

ィリジェンス・システムとはどのようなものか、それで第４章､本論に入るわけです。ここ

で日本製紙連合会デューディリジェンス・マニュアルの開発ということで、３点セットの

説明をすることになります。あと最後に、まとめと今後の課題ということでまだ何を書く

かはこれからですが、何を書いていいのかご要望､ご意見があればぜひお寄せください。 

 それから、添付資料のリストが書かれてあります。基本的にはデューディリに必要なも
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のは全部入っています。海外から求められる場合もありますので、その場合を想定して英

文のものをつくります。籾井さん翻訳の件よろしくお願いします。 

【籾井委員長】  はい。 

【事務局（大渕）】  それと、先ほど話がありましたETTF System for Due Diligence 

ですね。これは資料８となっていますが、これが資料８－１になって、これを日本語訳し

たものが資料８－２になります｡ヨーロッパ木材貿易連盟のデューディリジェンス・システ

ムという名称になるだろうと思います。資料９は、オーストラリアのデューディリジェン

ス・システムですが､これは英語のままです。添付資料１０「違法木材の取引 日本におけ

る取組 チャタムハウスの評価」で、籾井さんが書かれた論文が載ります。それから、昨

年のＪＯＰＰセミナーで籾井さんが報告された１年目のエッセンス、とても解りやすく図

式化されていますので、付けさせてもらいたいと思っています。 

 あと検討委員会の議事録も載せることにしております｡ 

 以上、目次案でございます。 

【籾井委員長】  ありがとうございます。 

 報告書の作成に関しましては、今のご説明で……。 

【事務局（大渕）】  上河さん、報告書は６月の製紙連合会の理事会で承認されてから皆

様のお手元に届くという理解でよろしいでしょうか。 

【上河アドバイザー】  そうですね。 

【事務局（大渕）】  事務局の今後の予定としては、籾井委員長、上河アドバイザーも入

れて、中身のチェック、編集を５月の中旬頃には終えたいと思っています。皆様にはあわ

ただしいところ大変申しわけありませんが、報告書の体裁が整い次第、また最終版のお目

通しをしていただくことも考えております。そのときは何とぞご協力賜りますようよろし

くお願いいたします。私からは以上でございます。 

【籾井委員長】  ありがとうございます。 

 では、上河さん。 

【上河アドバイザー】  それでは、きょうは予定時間を随分オーバーして、熱心にご議

論いただきましてどうもありがとうございました。 

 最初にもお話しましたが、今これでつくり上げようとしているデューディリジェンス・

マニュアル、これはいずれ我々が今やっている違法伐採対策モニタリング事業の中に組み

込んで、今後はこういった体制でやるということでやっていきたいと思っています。そう
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することが、今度新しくできる日本の法律やヨーロッパなどのいろいろな法律に対しても

クリアできる体制ができることになります。 

 先ほどからご説明があったように、そんなに特別なことを追加的にやるというよりは、

今までやってきたことを少し改善して、なおかつ意識的に情報をきちんとアセスメントし

て評価するというプロセスを１つ加えるというところが一番大きなポイントになってくる

と思います。それができるように、また我々の方としてもモニタリングのチェックリスト

やそういうものを整備した上で、おそらく実際にやれるとしても１年後といいますか、多

分１年間ぐらい準備期間がかかると思いますので、そういった体制でできればと思ってお

ります。 

 今後ともいろいろと皆様方のご協力を仰ぐことになると思いますので、ひとつよろしく

お願いいたします。ほんとうにきょうはどうもありがとうございました。 

【籾井委員長】  では、これで第３回の検討委員会を終了させていただきます。本日お

忙しい中ほんとうにありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

── 了 ── 
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