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現在に至る

持続可能な木材・木材製品の調達に向けた課題とその対応策の検討

違法伐採問題は 1990 年代後半の G8 サミットで取り上げられるなど、世界的に大きな問題であった。
先進各国は、違法材の取引を抑制する規制法を次々導入し、持続可能な木材調達の取組みは、
先進国間で潮流となった。このような中、他国市場に受け入れられなくなった違法木材が日本に流入
しやすくなる懸念が、国際的にも拡がった。そこで日本は、合法に伐採された木材の流通を促進する
「クリーンウッド法」を施行させた。しかしながら違法材を排除する動きは、限定的な広がりしか見せて
いない。
そこで本研究では、①木材関連事業者（家具関連事業者）が、木材・木材製品調達にどのように
取り組んでいるのかを明らかにするとともに（聞き取り調査）
、②クリーンウッド法に事業登録した木材関
連事業者による違法伐採対策の取組の実態を把握することとした（アンケート調査）。
①（ 1 ）木材輸入・原木購入を行わない事業形態と見られていた家具関連事業者のほとんどが自ら輸
入も行っており、事業形態と実態が大きく乖離していたこと、
（ 2 ）事業者登録実施・検討のきっか
けは、川上や川下からの要請など外部要因と・経営者の判断というトップの判断が大きかったこと、
（ 3 ）クリーンウッド法の認識は非常に限定であることが分かった。今後登録を推進してい行くため
には、㋐ 経営層や重要な顧客など事業者にとってキーとなるアクターからの要請が今後も出いてい
くか、㋑ 法令に義務・罰則規定が存在し強制力を持たせることが、重要であると結論付けた。
②（ 1 ）調達・購入方針を定める第一種木材関連事業者の割合が 8 割と高く、素地はあるとみられ
る。
（ 2 ）合法性の確認方法は 3 割近い事業者が必要な情報を入手しておらず、追加的な措置の
実施も約 6 割強と限定的である。全体的にコストと時間はあまりかけられていない。合法性確認の
問題点として、
「手間や時間がかかる」と「メリットがない」という回答が多い。いずれもコストに関
連する項目であり、経済的なインセンティブが弱いことが要因と考えらえる。また「需要がない」も

1

18 社が挙げており、合法性確認における企業としてのインセンティブが少ないことを問題視してい
る場合が多い。今後持続可能な木材調達を促進するには、経済的なインセンティブを法令等で検
討するなどが考えられる。
2021 年度、クリーンウッド法改正の議論がなされる予定であるが、法令に強制力を持たせり経済的
インセンティブを含むことが事業者を対策に駆り立たせる方策の一つであろう。

はじめに
近年の世界の金融界の投資方針において、環境・社会・ガバナンスの要素を考慮する投資、いわ
ゆるESG 投資に大きな関心が集まりつつあり、その投資総額は 7,000 兆円（ 2018 年現在）を超える規
模にまで達したと言われている。また 2015 年に国連で合意された国際目標である「持続可能な開発目
標（ SDGs ）」において、
「目標 12：持続可能な消費と生産」が定められ、持続可能な木材・木材製品
の調達が求められている。
このような中、法令や規則に違反して木材を伐採・輸送・売買する違法伐採が、東南アジア
（表 1 参照）、ロシア、中国、東欧などにおいて、大きな問題となっている（ Chatham House 2016 ）。
違法伐採によって、国家資産の損失・税の徴収不能（ World Bank2006 ）
、汚職の温床（ Goncalves
2012 ）
、非持続的な森林管理の蔓延（ Masiero et al 2016 ）など、さまざまな課題が指摘されている。
表 1：熱帯アジア諸国における違法伐採由来と推測される木材の割合

違法伐採問題は1990 年代後半の先進国首脳会議（G8サミット）の場で議題に上げられるなど、主要
な木材消費国が主導する形で対策が取り始められてきた。先進各国は自国市場への流入阻止を狙っ
た規制法（米国改正レイシー法：2008 年、EU 木材規制：2013 年、豪州違法伐採禁止法：2014 年）
を次々と導入し、持続可能な木材・木材製品調達への取組みは、先進国間で大きな潮流になった。
このような中、世界第 4 位の木材輸入国である日本に他国の市場に受け入れられなくなった違法リスク
の高い木材・木材製品が流入しやすくなるといった懸念が国際的に拡がった（図 1 参照）。そこで日本
は、違法材を排除し合法に伐採された木材の流通を促進する「クリーンウッド法」を2017 年 5月に施行
し、同年 11月にその実施を義務付ける事業者の登録制度を開始させた。
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図 1：全輸入木材量に対する違法の可能性のある木材量の割合
出典：Hoare Alison 2014

日本国内で 3 万以上あるとされる木材・木材関連製品を取り扱う事業者のうち、登録事業者数はわ
ずか 520 社程度（ 2020 年 12月現在）に留まっており
（林野庁 HP 2020 ）
、違法材を排除する動きは限
定的な広がりしか見せていない。また、事業者の多くが持続可能な木材調達に関して関心を持ってい
ないこと企業も多く存在することが分かってきた（三柴・百村 2018 ）。一方、すでに登録をおこなった
事業者は、木材の輸入・流通において違法材排除のための対応策を行っているが、どのような違法伐
採対策を取り、その有効性を検討することは、今後の違法伐採対策に有益な情報を提供してくれる。

研究目的と研究方法
本研究では、① 木材関連事業者が、木材・木材製品の調達にどのように取り組んでいるのか、また
取り組むことに躊躇している要因を明らかにする、また ② クリーンウッド法の事業登録をした木材関連
事業者を対象に、違法伐採対策の取組実態を把握し、企業が対策を実施する際の有効性を明らか
にする。
研究方法は、①木材関連事業者、とくに輸入材を取り扱う家具関連事業者（ 1（製造・卸・小売）
）
15 社を対象とした聞き取り調査の実施した。また②クリーンウッド法の事業登録をした木材関連事業者、
とくに木材を輸入もしくは原木を購入する第一種木材関連事業者 269 社（ 2019 年 6 月時点）を対象に
アンケート調査を実施した（ 2 ）。
クリーンウッド法では木材関連事業者に関して輸入や輸出、または国内森林からの原木調達を行う
事業者を第一種木材関連事業者、それ以外の加工、製造、販売を行う事業者を第二種木材関連事
業者と分類している。

（1） 家具業界は、業界団体の分類では、製造業は第二種、卸業は第二種、小売業は対象外とみなされている。
（2） アンケート調査は地球人間環境フォーラム・FOEジャパンと共同で実施。
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図 2：日本における木材・木材製品の流通経路と各木材関連事業者の位置づけ

結果と考察
① 家具関連事業者への聞き取り調査
① ― 1：家具企業の事業形態と実態との相違
家具関連事業者は、その業種によって製造業、卸業、小売業の3 つに分類されているが、製造業と
卸業は第二種木材関連事業者、小売業は消費者への販売を主としているため木材関連事業者の対
象外と考えられた。本研究で取り上げた家具関連事業者 15 社（製造業 6 社・卸業 5 社・小売業 4 社）
の事業形態の実態は、主たる業務については、製造業と卸業については必ずしも一致していないかっ
た。一方小売業については、主たる業務は小売業であり一致していた。しかしながら、主たる業務以
外に行っている業務を含めると、15 社すべてが家具の輸入に従事しており、第一種木材関連事業者
に該当していた。
すなわち、今回対象として家具関連事業者は、業界団体や行政が考えているカテゴリーとその実態
に相違があることが分かった。特に小売業は第二種木材関連事業者とも考えられておらず、関連する
業界団体及びこれら事業者に対しても、クリーンウッド法に関する情報がほとんど伝わっていないという
ことも分かった。
① ― 2：事業者登録の意思とその契機
登録の意思と団体認定取得との関連性について見てみる。団体認定を取得している4 社は、
「登録
する」が 1 社、
「検討する」が 3 社であり、全社が検討をする以上段階に至っていた。これは団体認定
を行った製造業の加盟団体が、登録について検討していたことに起因すると考えられる。一方、卸業
や小売業の加盟団体については、事業者登録を検討をしておらず、団体に加盟していること事業者
登録には全く影響を与えていないということだと考えられる。
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各社が事業者登録の検討をする際の契機は、大きく3 つの要因に分類された。一つ目が政府（経
済産業省や林野庁）からの要請や依頼、二つ目が顧客からの要請、そして三つ目が経営層からの指
示である。契機があったのは15 社中6 社であり、政府からが5 社、顧客からが4 社、経営者からが2 社
であった。これら契機のあった 6 社は、事業者登録を行ったか検討のいずれかを行っている。一方、
いずれの契機もなかったのは 9 社であったが、事業者登録を行った事業者はなかったが、検討を行っ
た事象者は 1 社あった。次に登録の意思と事業者登録検討の契機との関連性を見ると、
「登録した」
2 社のうち、1 社（製造業）は経営者からの強いリーダーシップによる要請を、もう1 社（卸業）は顧客か
ら登録を促されたことであった。また「検討する」の 6 社のうち、製造の 2 社が顧客からの問い合わせ
が、小売の 1 社が経営者から検討を要請されていたことが契機となった。また「検討する」の製造 2 社
は、政府、同じ業界団体に所属しているが、その団体の意思により登録に関して様子見をしている状
態である。また小売 1 社が政府から契機を得ていた。
一方、
「検討しない」の7 社については、すべてがいずれの契機もなしだった。
したがって、政府、顧客、経営者の契機を問わず、契機の有無が登録の検討に大きく影響しているこ
とがいえる。
表 2：対象家具企業 15 社の事業形態と実態との相違

（注）◎主要な業態、〇該当する業態、×該当する業態なし、

5

表 3：事業者登録の意思とその契機、関連要素

※ 事業者登録：○登録した、△検討した、×登録しない
団体認定：○取得した、×取得せず
加盟団体：○グリーン購入法認定団体、△非認定団体、×加盟なし
登録検討の契機：〇登録検討のきっかけとなった場合、×きっかけがなかった場合、◎重要なきっかけがあった場合

① ― 3：事業者登録の意思とその契機
「登録しない」と回答したのは 7 社であった（表 4 参照）。これら木材関連事業者に共通している
のは、グリーン購入法およびクリーンウッド法いずれについても適切に認識していなかったことである。
企業によっては森林認証制度と混同して理解していることもあった。また4 社からは、
「義務・罰則等が
ないので、クリーンウッド法には対応しない」と回答があった。うち 1 社は、聞き取りの際に初めて自分の
会社がクリーンウッド法の対象だと認識したが、
表 4：事業者登録意思のない企業の特徴

法的拘束力と罰則がないと知ると、対応しない
と明確に回答をした。
これらの企業は政府調達業務に携わったこと
がなく、これまでグリーン購入法改定への対応を
求められてこなかった。したがって政府や関連
業界団体から発信される情報へアクセスする必
要性や機会が乏しかったため、その理解度も低
いと考えられる。クリーンウッド法についても同様
で、情報不足により、自社が法の対象であること
も含めてその理解度は低い。

※ 事業者登録：△検討する、×登録しない
法認識：○クリーンウッド法を一定レベル理解している、
×理解していない
反応：△あいまいな回答、×明確に登録を拒否
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① ― 4：考察と提言
本研究の結果、業界や行政による木材関連事業者の業態区分が、実際の業務実態を越えた業務
の実態があることが分かった。とくに家具産業は主として輸入された木材・木材製品を加工していると
思われがちであるが、実際には自ら輸入も行っていた。また対象外とされていた一般への家具販売事
業者についても、自ら輸入をしていることが分かった。業務区分と実態との相違があるため、法令やそ
の情報が十分に木材関連事業者に届いていない点が大きな懸念である。木材関連事業者は業界団
体からさまざまな情報を入手していたが、業界区分と実態とのギャップのため、クリーンウッド法の情報
が十分に届く体制にはなっていなかった。このため、クリーンウッド法の情報が十分に木材関連事業者
に到達を試みるためには、関連する業界団体に対して、より広い情報の提供を行うことが必要となるで
あろう。小売業や卸業は木材輸入は主たる業務ではないという前提に立っていることが、情報の偏りを
生み出す要因になっていたと考えられる。
また木材関連事業者がクリーンウッド法の事業者登録を検討する上で、顧客からの要望や経営層
のコミットメントが非常に重要な役割があることが分かった。クリーンウッド法による木材関連事業者の
事業者登録は、経済的なメリットや法令順守というインセンティブが非常に低い。このため、顧客からの
要望や経営層のコミットメントに基づく強い力が働かない限り、事業者登録の普及は困難であると考え
られる。経営者のマインドを変更することはなかなか困難なことではあるが、違法伐採の問題をより広く
伝えていくことで、その普及を図る必要がある。このような情報の普及は、顧客に対しても同様に重要
である。企業は顧客からの注文があって業務がなされている。昨今の SDGs の普及、また政府による
温暖化のゼロエミッションの生命など、その土台は十分にあると考えられる。
② 事業者登録した第一種木材関連事業者対象のアンケート調査
2019 年 6 月4日現在、クリーンウッド法に基づき第 1 種事業登録を行った事業者 269 社に対してアン
ケートを送付したが、有効回答数は49 社（有効回答率 18.2％）であった。
② ― 1：対象事業者の事業規模
対象となる第一種事業者の事業規模であるが、従業員数が 21-300 人の比較的小規模事業者が
53.1 ％と半数以上を占めた。これに従業員数 20 人以下の小規模事業者を加えると、小規模事業者と
いえるのは67.4％を占めていた。一方、従業員数 1000 人以上の事業者も12.2％を占めていた。

図 3：対象企業の事業規模
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② ― 2：対象事業者の事業規模
調達・購入方針を定めている企業の割合であるが、81.6％が策定しており多くの企業が調達方針を
策定していることが分かった。このように策定事業者が多くなっているのは、グリーン購入法対応のため
に林野庁が策定した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」
（ 2006 年）
で示されている証明方法の一つである「団体認定制度」を導入している事業者が多く、自社での調達
方針や行動規範の策定がすすんだと考えられる。し k あしながら、策定された調達方針を公開してい
る事業者の割合は全体の36.7％にとどまっており、まだ限定的である。

図 4：合法性等に関する調達方針や行動基準策定の有無

② ― 3：合法性確認措置の内容
合法性の確認方法であるが、多くの企業が必須情報（項目 1 ～ 5 が該当）を入手していたが、
なかでも項目5「伐採地の法令に適合していることの証明書類の入手」については、ほとんどの事業者
49 事業者数中46 事業者）が採用していた。しかし、その他の項目（ 1～4 ）の採用状況は7 割台にとど
まっており、法律で求められている書類上の確認も十分に行われていない状況であった。
項目 1 ～ 5 の情報だけでは合法性が確認できない場合、
「国からの情報やサプライヤーとの取引実
績等を踏まえて確認」
（項目 6 ）したり、
「 NGO を含む第三者から関連情報の入手や確認」
（項目 7 ～
17）が求められている。項目6「これまでの実績から判断」は7 割程度の事業者が実施している。一方、
「第三者から情報入手」については、半数にも届いておらずあまり行われていない。

図 5：合法性の確認措置

8

② ― 4：合法性確認の有無
合法性の確認については、約 7 割の企業が木材の合法性を確認している一方、30 ％弱の企業が、
合法性の確認の取れない木材を入手していた。とくに10％の事業者（ 5 事業者）は、合法性の確認の
取れない木材の割合が2 割以上もある。ただし、全体としては、合法性の確認はなされているといえる。

図 6：合法性確認の有無

② ― 5：合法性確認にかかる課題
合法性確認を行う際の課題として事業者が挙げているのが、
「手間や時間がかかる（ 25 事業者）」
と「メリットがない（ 27 事業者）」が多かった。いずれもコストに関連する項目であり、合法性確認に対し
て経済的なインセンティブが弱いことが要因と考えらえる。また「需要が少ない」も18 社が挙げており、
合法性確認における企業としてのインセンティブが少ないことを問題視している。また認証材の不足や
情報不足といった合法性確認に係る情報・製品のしくなさを上げているものもあった。

図 7：合法性確認にかかる課題

② ― 6：考察と提言
登録した第一種木材関連事業者の動向であるが、合法性確認についてはある程度の行動をとって
いることが明らかとなった。調達方針についても一定程度の事業者が策定しており、合法性の確認に
ついても一定程度が行われている。従来、これら合法性確認に係る活動がほとんど行われていなかっ
たことを鑑みれば、合法性確認は違法伐採を抑制する大きな第一歩になると考えられ、この点は大い
に評価できる。しかしながら、合法性確認に関する経済的なインセンティブがないため、現時点では事
業者の自主性に大いに依存してるのが現状である。事業者登録を行っている木材関連事業者にして
も、十分なインセンティブがないことを、課題として考えている。3 万以上ある木材関連事業者のうち、
いまだ500 社程度しか事業者登録をしていない現状を鑑みれば、このような自主的な活動を行っている
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事業者は非常にわずかしかないと言わざるを得ない。また欧米の違法伐採関連法令と比較すると、
日本の法令には規制や罰則がなく、強制力が弱い点も、その執行の弱い点であると挙げられている。
クリーンウッド法をより有効に実施に導くためには、木材関連事業者に対するインセンティブと規制と
いった両面を備えた法令を整備する必要がある。2021 年にはクリーンウッド法の見直しの時期となって
おり、これらの観点を備えた法令への改定が、有効は違法伐採対策になると考えられる。
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