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ヨーロッパにおける違法材不使用に向けた取り組み 
 
英国木材貿易連合組合、企業の社会責任対策顧問 

アンディ・ロビー 
 

イギリスにおける木材取引が無関心から関心へ動き始めたこと、そして持続可能な木材貿易に向かっ

ていることについて、お話できることを大変嬉しく思います。また、本日ここに来ることができたこと

も大変喜んでおります。 
 
概要 

私のプレゼンテーションの概要ですが、まず、イギリスで木材貿易がどういうふうになっているかに

ついて紹介し、その背景を説明いたします。二番目に、違法伐採についてとそれがイギリス木材貿易に

どういう影響を与えてきたか、三番目に、イギリスの市場がどういう要因によって動かされてきたのか、

そして四番目に、企業の社会的責任(CSR)について、手短にお話します。さらに五番目に、イギリスの

貿易業界がどのような取り組みを行っているかについて、最後に最終考察をお話し、皆さんにご提案を

したいと思っています。さらに、全体のテーマとして、「企業間の連携は効果がある」という話をした

いと思います。 
 
１．紹介と背景 

まず私の自己紹介から始めます。私は熱帯林業家です。MBA、経営学の修士号を持っておりまして、

これまで海外、とくにアフリカ、カリブ海地域、ラテンアメリカで 19 年にわたり国際開発に携わった

経験があります。アジアに関しては、出張で何度か訪れている程度です。現在、私が関心を持っている

事項・やっている仕事は、企業の社会的責任（CSR）、つまり、責任あるビジネスの実践、そして違法伐

採、さまざまな利害関係者との関係といったものです。 
 
イギリス木材貿易連合組合(TTF) 

さて、イギリスの木材貿易のお話ですが、私たちイギリス木材貿易連合組合(TTF)は、イギリスを拠

点とした業界団体です。350 社が加盟していて、木材を輸入している業者の 87％が参加しています。輸

入業者以外にも、代理店や輸入業者、商社、一部メーカーなどさまざまな企業が入っていて、まとまり

には少し欠けています。針葉樹、広葉樹、パネル製品などの取引を行っており、TTF 会員企業の主な取

引先は、建設業者、建材業者、DIY（日曜大工）店などです。ここで強調しておかなければならないの

は、私たち TTF は木材の販売や価格決定には関わっていないということです。これは各会員企業によっ

て行われています。業界団体が販売や価格決定を行うことは英国競争法で明確に禁止されているのです。 
 
イギリスの木材貿易 

イギリスは、中国、日本に次ぐ世界第 3 位の木

材純輸入国であり、木材貿易の規模は大きいと言

えます。大部分は温帯地域の針葉樹材 65.2％で、

熱帯木材はわずか 6.7％に過ぎません。その内訳は

広葉樹の合板が 5.4％、堅材が 1.3％です。EU 全

体の熱帯広葉樹材輸入の 12％をイギリスが占め

ています（右図参照）。イギリスの木材貿易会社は、

海外の森林や工場への投資をほとんど行っていま

せん。特に、熱帯地域への投資は、私の知る限り
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まったく行っていません。 
木材の輸入先は、スウェーデン（金額ベースで

26％）、ラトビア（同 16％）、フィンランド（同 15％）、

この 3 カ国が上位を占めています。以下、アメリ

カ（同 6％）、ロシア（同 5％）、カナダ（同 5％）、

その他となっています。上位 10 カ国中、唯一熱帯

地域の国であるのはマレーシアで、わずか 2％を占

めるのみです（右図参照）。 
イギリスへの熱帯木材の輸入ソースはいろいろ

あって、マレーシア、カメルーン、ブラジル、イ

ンドネシアが上位 4 カ国です。 
 
２．違法伐採と TTF 

次に、違法伐採との関連についてお話します。まず、違法伐採は世界的

な問題です。しかし、イギリスは世界第 3 位という大きな木材の輸入国で

あるので、われわれもその一端を担っています。しかし、問題のある国は

熱帯諸国に限られるわけではなく、例えば、ロシアからもたくさん違法伐

採木材が来ています。イギリスの業者は、私たちの手でそこに何か対策を

たてることができると考えています。私達がまずやったことは行動規範づ

くりでした。これは日本語版も出ていると思います。 
 私たち TTF の会員企業はこれを遵守するという義務があります。それで

イギリスで木材を輸入している業者の 8 割までがこれに関わるということ

になる。そして環境原則の基本的なものをいくつか含んでいます。そして

苦情処理手続があって、制裁・罰則が規定されており、厳しいものです。

しかし、嬉しいことに、その手続を試すような事態に今までなったことは

ありません。会員企業が全員この規範を守っているからです。調達方針も明確にしています。これもど

んどん更新して、政府の調達方針と合致するように独立した監査を加えることをやっています。 
 
３．ビジネスの背景 – イギリス市場を動かすもの 

どういうものがイギリス市場を動かす要因としてあるの

か。まず、イギリス政府の木材調達方針は、最低限合法な木

材を調達することを求めています。また、木材を多く使う大

企業も政府と同様の方針を採用しています。私たち TTF の

行動規範も市場変革を促す要因となっています。責任ある企

業経営という意識、すなわち、評判、従業員や経営陣の良心、

NGO の圧力も大きな要因となっています。最新で、最も重

要な要因は、EU の違法伐採に関する行動計画です。 
これらのひとつひとつについてお話しする前に、背景から

お話します。NGO もイギリスでは大きな利害関係者となっ

ていますが、2002 年 5 月にグリーンピースが内閣府に侵入

しました（左写真）。そこにあったカメルーン産サペリ材の

ドアを外して、FSC の認証オーク材のドアを取り付けました。

政府の中枢部でこれが起きたわけです。ブレア首相は、下院でこれに対する答弁が必要になったくらい

です。 
グリーンピースは最近、また直接行動をとりまして、マーシャム通りの政府の建物に侵入して、ここ
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は外国の犯罪の現場だとインドネシアから来た違法木材を使っていると言いました。このようにして政

府の調達については、最近強化されています。 
 
Ａ．政府調達 

政府は大口の調達者です。中央政府がイギリス全体の木材の 20％を購入しています。自治体も 20％
を購入しています。政府系全体で年間 600 万 m3 の木材を購入しています。政府の方針は、積極的に合

法的で持続可能な木材を探すことになっています。そして 3段階を採用しました。第一に合法的なもの、

第二に持続可能の方向に向かっているもの、第三に持続可能であるという認証のあるもの、という 3 つ

のステップです。すなわち、市場へのアクセスの最低限の要件は合法なものということなのです。政府

は木材の専門家機関（CPET）を設置しました。この機関が、何が合法的で何が持続可能かを助言・審

査します。この政府の調達方針は徐々にですが、確実に前進しています。そして、NGO の直接行動が

それを後押ししています。そして市場への効果ははっきりと見て取れます。認証材についての問い合わ

せが増加していますし、一部の企業では問題のある先からの木材の調達を控えるようになってきました。 
 
Ｂ．顧客企業 

2 番目に、顧客企業でも責任ある調達を求めるようになりました。プラスチック、鉄鋼、レンガ・ブ

ロックなどの木材業界と競合する業界でも、責任ある調達を採用するようになった。ですから、木材業

界もやらなければならないわけです。 
 
Ｃ．TTF 行動規範の公約 

私たち TTF の行動規範では、会員は違法伐採行為

については声を上げて強く非難し、供給者、仕入先、

他の利害関係者と協力して徹底的に排除するとう

たっています。また、独立した認証制度は、合法で

よく管理された森林を保証するための最も有効な

手段であると、規範の中でうたっています。業界で

も、市場の中でも、これに対する反応が見られてい

ます。 
 
Ｄ．責任あるビジネスを求めるもの 

4 番目に、企業に対する従業員、役員など内から

の圧力、NGO や政府など外からの圧力、市場や投

資家からの圧力があります。 
 
Ｅ．違法伐採に関する EU 行動計画(FLEGT) 

最後に、新しいニュースですが、EU が違法伐採についての行動計画を決めました。その中で具体的

にうたっているのは、 
 開発協力 ― 途上国が違法伐採を排除することができるような協力を行うこと 
 貿易での措置 ― 認可というスキームを通じて輸入をコントロールすること 
 政府調達するための EU のガイド 
 民間による自発的な取り組み 
 投資に対するセーフガード ― 違法伐採に対して投資が行われないようにすること 
 EU 加盟国による共同作業プログラム 
があります。 
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４．企業の社会的責任(CSR) 
持続的開発のための世界企業評議会(WBCSD)による定義は、「企業の社会的責任(CSR)とは、企業が持

続可能な経済成長に貢献する約束」であり、法律的な義務ではなく、自主的に行う取り組みです。 
欧米では、NGO などの非営利団体により様々な

企業への社会批判が明らかにされます。企業とし

てどこもさらしものにはなりたくありません。例

えば、アメリカでホームデポは、キャンペーンの

対象になり、評判を落としたわけです。ヨーロッ

パでも、企業の信頼が落ちるようなキャンペーン

が行われています。イギリスでは、トラビス・パ

ーキンスという建材などを扱っている業者がグ

リーンピースの攻撃を受けて、企業としては恥ず

かしい目にあいました（右写真）。これは企業経

営にとってもマイナスです。このように、木材貿

易は世間の厳しい目を浴びることになったわけ

です。 
 
これまでの CSR 研究結果 

企業の社会的責任について、私も調査したことがありますが、これまでの研究結果は、以下のような

ものです。 
 CSR に対する認識はまちまちである。 
  企業の社会的責任の面では、競合するレンガ・ブロック、プラスチック、鉄鋼などの業界に比べ

ると、木材業界は遅れている。 
 一部の投資家には、投資するには微妙な業界だという認識がある。 
 一部の企業では、木材取引についての方針を打ち立てようという動きがあるが、まだまだ足り

ない部分がある。 
 顧客企業では、CSR の方針を採用して、木材の仕入先に対しても同じような企業の責任を求め

るようになっている。 
 CSR の第一の問題は、違法な木材。 
 違法な木材を扱うことは、契約を失う。 
 木材貿易に関して改善が見られる分野 
 カントリーリスク（輸入する国のリスク）の評価。 
 仕入先の評価をビジネスの判断に結びつける。 
 外の関係で木材取引がその利害関係者にどんなことをいっているか（ナレーター）。 

 
木材貿易について責任を持った取り組みが、企業の

収益にどのような影響があるかということについて調

査しました。まず、Institute of Business Ethics という研

究所が行った研究があります。これは、イギリスの一

番大きな 350 社に関する経営データです。この調査に

よると、社会的な責任のための方針を持っている企業

の方がそうでない企業よりも、経済的な価値の付加が

高いということがわかったのです（右図参照）。調査は

4 年間にわたって行ったのですが、いずれの年も同じ結

果でした。社会的な責任の方針を持った企業の方が経

CSR 方針と経営状況 – FTSE 350 
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営実績もいいわけです。 
 
林産業における新しい発見 

また、林産業界に関する新しいデータがあります。この調査では、29 社の林産物企業の調査が行われ

ました。イノベストという会社が行った調査です。環境への配慮に関して、その順位付けが行われまし

た。平均以上の環境配慮をしている企業の方が平均以下の企業よりも株価が 43％優れていました。利益

幅、純利利益幅、株主資本利益率、資産収益、株価収益率などの様々な経営指標についても、環境管理

の優れている企業が、そうでない企業よりもいい成績をあげていることがわかりました。この調査の結

論として、「持続可能性の取り組みのリーダーの立場にいることによって、企業は株価の面でも他の面

でも優位に立てるということがわかった」ということです。 
 

評判 
３点目に、評判というものも大事だと思います。AON 社

が欧州の 100 社以上の企業を調査したが、企業のリスクの

第 1 位はビジネスがとまること、第２位は評判が落ちるこ

とでした。しかし、ブランド管理、評判のリスク管理をし

て戦略を立てている企業は、わずか 22％しかありませんで

した。ビジネスにおける信頼感は今や非常に落ち込んでい

ます。エンロン、アンダーセン、ワールドコムなどで不祥

事が発覚した結果、企業のイメージは落ちています。逆に、

今一番信頼されているのは、NGO です。企業の社会的責任

は良いビジネスに通じます。社会との関係は信頼に基づい

ています。言葉だけではだめで、きちんとした行動をする

必要があります。 
 

５．イギリスの木材業界の取り組み 
まず、貿易業者は、自分たちだけで違法伐採をなくすことはできないことを認める必要があります。

自分たちだけで解決できませんが、解決に向けた協力はできます。合法で、持続可能森林経営をしてい

る業者から木材を輸入することによって、間接的に違法伐採への対策を講じることができるのです。私

たちは責任ある調達の方針を立てました。インドネシアでは、直接的な行動もとり始めています。合法

的な木材を調達するためのガイドラインを作成しました。そして EU と密接な連携をとりながらヨーロ

ッパ全体の調達方針の統一化にも取り組んでいます。このような取り組みの中で一番重要なのは責任あ

る調達方針ではないかと、私は思います。 
 
５.1 責任ある調達方針 

この調達方針の初版は 10 年前にすでにつくられていました。しかし、それをより厳格で実効性のあ

る方針に改善する必要がありました。政府や顧客企業の調達方針が改善されることによって、この調達

方針もより厳しいものになっていきました。この調達方針で、木材貿易業者が及ぼす一番の大きな影響

力は購買決定、つまりどの業者から買うかにあります。今回の改定によりこの調達方針はさらに厳しい

ものになり、監査も入るようになります。ただ、企業にとっても利益をもたらすものでなければ、本来

の意図を達成できないと思います。 
 
改定の目的 

まずは、TTF の方針を政府調達方針と一致させたいのです。我々の会員企業が直接政府と取引できる

ようにしたいのです。会員企業のリスクを軽減させる措置を取ろうとしています。企業のメリットとな

Home Depot社は我々の熱帯雨林を奪った! 

アメリカの広告による訴え 
 

 
 

企業イメージの下落の例 
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るベンチマーキング（指標）を提供しています。一番大事なこととして、独立した証明によってこの方

針が厳格に適用されなければなりません。大企業だけでなく中小企業も実施できるよう、コストのかか

らないようなものにしています。 
 
責任ある経営方針 
右に示したものが既にある経営方針で、我々

はここに書いてある内容に確約しています。こ

の基本的な内容を変えるつもりはありません。 
 
木材調達 

ただし、木材の調達については、次の義務を

課す予定です。木材を調達する企業はリスク評

価をすること、そのためには段階的改善が義務

付けられます。最初は目標を低く設定して、順

次高くしていきます。 
基本的に下記の図になります。最後の三つの

ステップは、政府の調達方針に合致するレベル

を指します。左下の三つのステップは、木材貿易業界が合法的な木材を提供できるようにするためのス

テップを表しています。最初の二つのステップは、各企業内でのよりよい木材を調達するためのプロセ

スを確立するためのものです。第二段階で、そのプロセスに則って実際の調達を改善していくのです。

第三段階では報告をつくり、第三者による監査を実施することを義務づけています。 
 

 

 

責任ある経営方針(RBP) 

 
 経営陣の関与・参画 
 責任 
 誤解を招くような主張(表示)を避ける 
 経営組織 
 継続的改善 
 報告及び監査 
 トレーサビリティと供給業者のモニタリング 
 木材認証 
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ベンチマーキングの例 
ベンチマーキングも会員企業の利益となります。自分

の会社が競争相手と比べてどの位置にあるか比較できる

ようになります。例えば、X 社があるとします。それが

同業他社と比較して自社がちゃんとやっているかどうか

見ることができるようになります。 
 
企業利益 

企業としての様々な利益も得られます｡より環境問題

に敏感な大企業や政府と取引ができるようになります。

企業のリスクの軽減ができ、ブランドを守ることもでき

ます。様々な利害関係者とのより良い関係を構築できます。ベンチマーキング情報が得られるようにな

ります。優れた実績が評価されるようになります。これらによってビジネスが改善すると確信していま

す。 
 
5.2 インドネシア 

違法伐採については、イギリスの木材貿易業界もその問題を痛感しています。NGO のキャンペーン

によってそれに目を向けなければならなくなっています。インドネシアはイギリスにとって重要な市場

でもあります。イギリスが輸入する熱帯木材合板の 40％がインドネシアから来ています。しかし、イギ

リスが購入している量は、インドネシアが生産する合板の 4％に過ぎない。従って、インドネシアにと

っては、イギリスはたいして重要な市場ではないが、イギリスにとってインドネシアは重要な供給源な

のです。 
今年 6 月 4 日、私たちのメンバーが違法伐採の問題とその対策について話し合うための会議を開きま

した。そこで政府の代表者、NGO の方、サービス業界の方々から発言をいただきました。 

犯罪者は現地の人々なのでしょうか（左上写真)。それ

とも大きな相手こそ悪いのでしょうか（右上写真）。制度

化してしまった汚職の問題についても聞かされました。左

の写真は、インドネシアとマレーシアの国境の税関の帳簿

ですが、受け取った賄賂を政府の三つの部署で配分したの

を示しています。インドネシアで生産される木材の 80％
が違法だと言われています。でも、その区別をどうつけれ

ばいいのでしょう｡ 
いわゆるショーウィンドウのプロセスについて聞いた

方もいると思います(次頁写真)。木材企業は検査の時だけ

犯罪者？

習慣的な汚職 

 

大物犯罪団？
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合法な木材だけ見せます。違法材は目の届かないところで

加工して売ってしまうのです。インドネシアではこのよう

なやり方が蔓延しています。この話を聞いて私たちの会員

企業は強い印象を受けたと思います。 
 
貿易業者の合意事項 

この会議で私たちは行動計画を決めました。インドネシ

アのどの合板も合法であるという保証がないことがはっ

きりしました。インドネシアとイギリスとの木材貿易はリ

スクが高いということがわかりました。何か対策が必要で

ある、現地と協力して何かをしなければならないと痛感し

ました｡しかし、カルテルをつくるような行動は避けなければならなかったのです。同時に、現実的な

目標が必要です。持続可能な木材調達を目指す必要がありますが、段階的なアプローチが必要だと感じ

ました。まず、インドネシアが対応できるレベルから始める必要があったのです。しかし、インドネシ

ア産合板の代替品を探さざるを得ないという結論も出ました。10 項目の行動計画については、TTF のホ

ームページでご覧いただけます｡ 
 
期待される成果 

行動計画であげている目指す 3 つの目標について説明します｡ 
 まず、合法的で将来的に認証された木材を提供する可能性の一番高い製材所を特定したいと思って

います｡ 
 ２点目として、共通の調達方針を開発したい。パイロットして、それをインドネシアで実施したい

と思っています｡合法性を確認するための第三者機関による監査基準をそこで確立しようと考えて

います｡段階的なアプローチを取り、将来的には完全な認証材を取り扱うようにしようと思ってい

ます｡ 
 ３点目として、イギリスの木材貿易商全体が同じ方針を採用することを求めています｡同じモニタ

リング体制も適用するようにしようとしています｡ 
これは日本の方にとっても、とても参考になることではないかと思います。 

 
次のステップ 
私たちはまず、トロピカル・フォレスト・トラストと連

携して右の項目に則り、この取り組みの範囲を決める調査

をしました。現在、ヨーロッパ、日本などの業界団体、ア

メリカの業界団体と話し合いをしながら、共通のアプロー

チをつくろうとしています。インドネシアにとっては、イ

ギリスは市場規模が小さいことから、他の業界団体と提携

しています。 
 
5.3 合法性調達に関するガイドライン 

カメルーンについても、合法的な木材調達に関するガイドラインを策定しています。カメルーンはイ

ンドネシアほど状況がひどくなってはいません。現存する法律もあります。貿易業者はどうすれば木材

が合法であると判断すればよいのでしょう。一年に一回程度しか現地を訪問する機会がありません。そ

こで最低限合法性を証明するために必要とされる条件のリストをつくりました。まず、原産国が合法で

ある、コンセッション契約により合法的な供給源であること、本人が所有権を持っていることを確認、

輸送時の文書、税金を支払ったことを確認できる書類、このような文書をそろえることで合法であるこ

「ショーウィンドウ」 

 

Tropical Forest Trust が選んだ調査項目 
 
 各工場の違法性の程度 
 監査の実行可能性 
 資金メカニズム 
 貿易業者のためのオプション 
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とが確認できるのです。いくつかの利害関係者と、これらの点について合意しました｡これも段階的に

適応していく方針であり、将来的には認証材に移行する必要があると感じています｡このやり方を他の

国や他の市場とも連携しながら広げていきたいと思っています｡ 
 
5.4 EU との提携 

私たちは EU とも提携しており、それは最近新しい動きを生み出しています。各国の状況は異なるが、

ヨーロッパ全体で貿易業界として対応が必要であるという認識が高まっています。そういった取り組み

を義務づけるための法制化も進むと思います。 
EU としての共通の調達方針を確立することができるでしょうか。国際貿易は、ある国の木材生産量

の一部に過ぎないかもしれませんが、大変重要な要因です｡国際貿易は利益追及の面では伐採を推進す

る大きな部分を占めています｡ 
EU はそんなに重要な地域でしょうか。EU が大変重要であるという数字を下記にあげています｡アジ

ア、特に日本、中国も重要であることは疑いの余地がありません。 
 

 
購入者の影響はどのくらいあるのでしょうか。大手の購入者となるには、ある生産者の売上の 15％以

上を占めれば大きな影響力が生まれます。それくらいの購買力があれば、製材所に行って取り組みをし

て欲しいと要望することができます。ただ、それだけでは不十分です｡正当な価格で購入すること、安

定した購入関係を築くこと、将来の調達の量についても売り手に伝えておくこと、製品開発にも協力す

ること、技術革新にも協力すること、サプライ・チェーン・マネジメントでの協力も求められます。EU
の他の輸入業者と協力して購入者の力を発揮して、問題のある国に働きかけをすることができる。 
 私たちは共同で、独立機関で証明された合法な熱帯材をヨーロッパ市場に輸入しようと考えています。

そのやり方について、以下に書いています｡ 
 

 
６．結論 

日本は市場に大きな影響力を及ぼすことができると思います。今までマレーシアやインドネシアなど

いろいろなところに行きましたが、どこの製材所に行っても日本が一番大きい取引先だと言います。日

EU は重要な地域か？ 

 
 EU は、金額ベースでアフリカ産の丸太の最大の輸入地域である 
 EU は、アジア産の製材の第 2 位の市場である（金額で 21%） 
 EU は、アフリカ産の製材の最大の輸入地域である（金額で 91%） 
 EU は、アジア産の合板の第 2 位の市場である（金額で貿易の 9%） 

EU で予定していること 

 
 調達方針 
 リスクのある国からの調達に関する貿易業者のためのガイドライン 
 ビジネス・リスク評価ツール 
 サプライチェーンマネージメント・ツール（第三者の監査） 
 企業間連携に対する技術的支援 
 持続可能な木材調達に向けた努力 
 GIS による「良い木材」の調達手法 
 他の大きな輸入市場との連携 
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本の輸入業界は購買決定の影響について、きちっと責任を取っていらっしゃるでしょうか。今のグロー

バリゼーションの中で、国際的企業は責任逃れすることができなくなっています。企業の行動に関する

情報はすぐ開示され、世界中に知られることになります。しかし、環境面への配慮をするためのビジネ

ス面での根拠・理由も明確になってきています。 
 
ビジネス面でやるための理由・根拠 

日本の場合、次のような根拠・理由から環境への取り組みが見合うものではないかと思います。まず、

各企業の評判、国としての日本の評判も今リスクにさらされています。確かに違法材は合法材より安い

です。安い木材が入って来ると国内の生産にも悪く影響します。違法伐採は木材貿易全体に悪影響を及

ぼします。木材そのもののイメージも悪くなります。値段も悪くなります。市場では良い木と悪い木を

区別することはできません。EU と日本が協力すれば、供給者側に大きな影響力を及ぼすことができる

と思います。市場ベースでのアプローチは法制化より良いのではないですか。単に官僚主義がはびこっ

てもビジネスがやりにくくなるだけではありませんか。企業間の連携で非常に効果があがることもわか

ってきています。 
 
TTF からの提案 

そこでみなさんに提案したいことがあります。イギリスの TTF は、日本のパートナーの組織と木材調

達に関する共同の取り組みをしたいと思います。例えば、EU の案をつくっているグループに日本の団

体の方も参加されませんか。少なくても、これからも対話は続けていきたいと思います。持続可能な木

材貿易に向けて、共に取り組んでいければと思います。 


