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【インドネシア、湿地林破壊等でCO2大排出】 

 06年11月、ナイロビで開催の温暖化防止

会議ＣＯＰ13に、国際湿地連合やオランウー

タン保護団体は、インドネシアはＣＯ２排出

の世界3位にと報告。恒常的な大火で二酸化

炭素排出14億トン、違法伐採・大農園開発

で泥炭湿地林からの分解でＣＯ2は6億トン、

計20億トン。アメリカ、中国に次ぐＣＯ２

排出国と指摘。ＥＵ等のＣＯ２削減政策を台

無しにすると。2002年に13-40％発生と既

にノッテンガム大教授が指摘していた。 

（資料：Weatland Interや豪州オランウータ

ン・プロジェクト、ＢＯＳ、国連等より） 

 

【インドネシア破壊で 2020年に森林は 10％】 

 インドネシア林業省は違法伐採等が横行し、

同国の森林はこのままでは2020年に10％に

なると警告。違法伐採・火災対策が急務と。

カバン林業相、環境相や政府高官は06年９

月から同国各地で違法材・火災停止等訴える。 

（資料：06年8月29日アンタラ通信、９-12

月Jakarta Postなど各誌より） 

 

【インドネシア・各国立公園で違法伐採停止】 

 ウータン前号で伝えたタンジュン・プティ

ン国立公園の違法伐採大半停止の他、インド

ネシアのセバンガウやマワス国立公園の一部

で06年夏以降に一部で違法伐採が停止開始。 

（資料：ＷＷＦインドネシア等ＨＰより） 

 

【中国、国内伐採制限で隣国の違法伐採】 

 06年10月末ヘラルド・トリビューン誌は、

中国の98年の国内伐採制限で企業はビルマ、

ラオス等で違法伐採行い、東南アジアの違法

貿易も促進と。国連・高橋氏も同様に指摘。 

 

【サラワク州、木材合法制度実施へ検討】 

 06年11月、日本の木材合法制度の波及等

でマレーシア・サラワクも渋々日本と木材の

グリーン化合意。本当に実施？（the Star誌） 
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                by 西岡  

 

【中国初のＧ政府調達開始、メルバウ工場増】 

 06年11月22日、中国は初めての「環境

マーク製品政府調達リスト」を発表。それに

14製品としてフローリング材、家具等 3種含

むとするが、一方インドネシア西イリアンに、

フローリング、家具用のメルバウ材等の工場

建設に10億ドル拠出すると。メルバウは同

地で違法伐採され、インドネシア林業相は「丸

太・製材輸出を禁止している。植林材でない

とダメ」と。（資料：06年4月Business and 

Investment誌、フェアウッドニュースより） 

 

【豪州、違法材多いＰＮＧ材等停止要求拒否】 

 11月3日、豪州グリーンピース等が訴えて

いた違法材が多いＰＮＧ（パプア・ニューギ

ニア）材や東南アジア材の輸入禁止要求に、

同政府は拒否。「包括的禁止は合法生産された

製品を使用する消費者権利を否定する」と。

一方ニュージーランドは12月10日、合法材

の政府調達の義務化・持続可能材使用へ強化。

(資料：Ｇピース豪州、フェアウッドニュース） 

 

【ＷＷＦ、違法貿易で日本 2位、英国 3位と】 

 ＷＷＦインターはＥＵ，米国、日本、中国

等17カ国の木材輸入を調査し、違法材輸入 1

位は中国(１０％強)、日本は輸入量の約６％ 

(530万ｍ3)、3位は英国で320万ｍ3と発表。 

 (資料：ＷＷＦのＨＰより) 

 

【ＥＩＡ等、英国市議会にメルバウ停止要求】 

2月、英米ＮＧＯ・ＥＩＡとTelapakは、

英国グラスゴー市画廊再開発に違法材メルバ

ウ使用を中断へ停止申入れ。06年10月末、

ラミン材をワシントン条約保護種１にとＰＲ。 

(資料:ＥＩＡ、 newbuilder.co.ukニュース） 

 

【インドネシア、ＥＵと合法材貿易推進をと】 

 07年1月8日、インドネシア林業相とＥＣ

で合法材利用推進の森林法・貿易を表明。 

（EC-Indonesia FLEGTニュースルーム） 
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【07年グリーン購入法、フローリング追加】 

 2月2日、環境省提案のグリーン購入法の

一部変更案が閣議決定。公共工事にフローリ

ング材が新品目として追加。国等で調達する

環境物品に間伐材や「合法証明材」が優先使

用。フローリング業界では、「合法証明」材方

式が地方自治体へ広がると想定し、団体認証

を取得しているが、メルバウ使用の企業はど

うする？ 施行は０７年 4月1日。 

 

【財務省、ラミン材に単独の輸入品コード】 

 2007年1月1日よりラミンの輸入統計品目

番号(4403.49-292、4407.28-291)を新設。財

務省は林野庁の要請により設置。ラミン材は

インドネシア主伐採地で販売停止。 

 

【ラミン等違法材、サラワク州国境で激減】 

4月末ウータン調査で、インドネシア政府

が違法材対策を強化したので、西カリマンタ

ンから違法材流入がサラワク州側セマタンを

除き激減。バツ・リンタンで４月木材なし。 

 

【ロシア、2009年から丸太輸出税９０％に】 

 2月５日、ロシア政府は針葉樹丸太輸出を

規制し高率の輸出税を設定。2007年7月から

丸太輸出税は２０％、08年4月1日に２５％、

09年 1月 1日から８０％（５０ユーロ）に。

またナーラ、タモ、ブナ等広葉樹も7月から

２０％、09年1月から４０％となる。 

(資料：日刊木材新聞 2月15日より) 

 

【ＷＷＦ,ＦＯＥ等英国政府に木材管理要請】 

 ＷＷＦ、ＦＯＥ、グリーンピース、FERNは

3月9日、イギリス政府に「同政府策定の木

材調達材が文書での実施で、不満足」と批判。

4団体は先住民が居住の原生林をSamling社

等の伐採企業が破壊し、それを認めるマレー

シアＭＴＣＣやカナダのＣＳＡ等を認めた木

材だと指摘。 （資料：ＷＷＦジャパンより） 

 

 

 

２００７年１月―５月 

                by 西岡 

 

【42回ＩＴＴＯ、天然林破壊拡大対策をと】 

 5月7－12日開かれた42回ＩＴＴＯ(国際

熱帯木材機関)理事会は、「世界の天然林減少

の3分の2が生産国で生じ、地球規模の対策

が必要」と指摘。同理事会で熱帯林での CO2

排出対策問題にも資金拠出すると表明。次回

11月5－10日横浜で。(資料：林野庁ＨＰ) 

 

【2007年版世界森林白書発刊】 

 ＦＡＯ(世界農業機関)は3月、『2007年版

世界森林白書』発刊を公表。特集は 100カ国

ほどが新規の森林法を導入しており、「持続可

能な森林経営・管理への成果」もと。 

 

【ＦＯＥJapan、Ｇ８環境相で違法材推進を】 

ＦＯＥJapan は3月15日、Ｇ８環境相会合

で違法材対策推進を要請。各国が１）公共調

達材の実効・検証・地方自治体へ進言・バイ

オマスエネルギー開発に注意必要、２）違法

な生物資源の貿易対策・ワシントン条約保護

種輸入禁止措置、３）2国間および地域間協

定で証明材を許可と、提案。（ＦＯＥJapan） 

 

【違法伐採専門家国際会議で強化と外務省】 

外務省は、ＥＵと１７木材生産・消費国での

3月5－6日の違法伐採専門家国際会議を報告。

１）違法伐採が森林破壊、政府歳入減少に繋

がる、２）世界的対処へ青写真、３）2国間

協定の実効性検証、４）合法材推進・政府調

達材の強化、5)「合法」定義は各国の文化等

の差異を考慮、６）認証材の資料整備等が提

案され、来年の会合で明文化に。（外務省ＨＰ） 

 

【第７回ＵＮＦＦ、森林管理、国際目標設置】 

 ４月開催の第７回ＵＮＦＦ（国連森林フォ

ーラム）は、全てのタイプの持続可能な森林

経営と国際目標を掲げた。国際目標は、①保

護・造林・再造林、②森林に依存の住民の保

全、③違法材対策等。 (資料：林野庁ＨＰ) 
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【12月･温暖化防止会議合意！森林対策も】 

9月24日、インドネシア政府は「ＣO2を吸

収の熱帯林に違法材対策と森林保護拡大」と

国連で表明。10月22日、ＣＯＰ13温暖化締

結国会議ホスト国インドネシアは、森林破壊

へ歯止めのための【基金】と「市場取引メカ

ニズム｣創設をブラジル等、途上国で提案と。

同メカニズムで森林防止をＣ０2排出量取引

対象とし、先進国が途上国の業者に資金提供

して伐採を止めさせると排出量枠を得られる

案。日本は、世銀とＩＭＦ(国際通貨基金)の

合同開発委で3年1000万ドルを拠出と表明。   

12月バリ会議、第2期間の削減目標を削る

議長修正案を全世界が合意。(資料：各新聞) 

 

【インドネシア、違法伐採摘発も無罪に】 

 9月末からインドネシアで一番問題視され

るスマトラ島リアウで最大規模の違法伐採摘

発がされる。だが10月中旬、木材マフィア王

は裁判で無罪に。放置すれば密輸再発の拡大

の可能もあり、12月COP13で、インドネシア

政府に問題と伝える。(朝日新聞、Telapak) 

 

【マレーシア、法改正で所有者が違法を証明】 

 丸太輸出の違法をめぐり、今まで取締当局

が違法性の証明をしていたが、数ヶ月以内に

される国家森林法改定では、丸太所有者がそ

の丸太の違法･合法性の証明を負う。嫌疑をか

けられた者は、それが合法か証明せねばなら

ない。ラザク副首相は「新法は違法材への抑

止力になるだろう」と。(スター紙、9･18） 

 

【ウリン材停止キャンペーン、進みだす】 

 10月末より始めた絶滅危惧種・インドネシ

ア政府輸出停止材・ウリンを日本企業の多く

が使用につき共同キャンペーンをウータン、

ラミン調査会、FoEJapan,Telapakなどが実施。

147社停止依頼に25社、1工業組合連合体(計

17%)が「停止・使用もうない」と 11月21日

までに回答。 (資料：ウータン通信前号) 

２００７年９月－１２月 

by 西岡 

 

 

 

【IPCC、温暖化対策[30年間努力必要]と】 

 11月16日、ＩＰＣＣ(気候変動に関する政

府間パネル)は「海面の上昇、生物種の絶滅、

高山･極地の融解など非常な悪影響がある。今

後20-30年間の温暖化防止の努力が危機を回

避できる要因」と報告。 

11月24-25日の気候ネット集会で、「10年

で温暖化対策に4回政策変更したがＣ０2状

況は変わらず。経団連等が自主計画のため削

減の努力が少ない。」ＣＡＮのＪモーガン氏は

「今後10-15年でＣＯ2排出量がピークで、

2050年に90年比の８割削減が地球に必須」

と。(資料：各新聞や気候ネットワーク集会で) 

 

【ＩＵＣＮ、マレーグマ絶滅の危機と警告】 

 「マレーグマ絶滅の危機」とＩＵＣＮ(国際

自然保護連合)が警告。過去30年に森林破壊、

密漁で３０％以上減り、絶滅の危機を防げと

報告。   （朝日新聞・11月15日） 

 

【43回ＩＴＴＣ、08-09年事業計画など策定】 

 11月5-10日のＩＴＴＯ(国際熱帯木材機

関)理事会は、次回大会がほぼ決まっているの

に、理事会終盤に次回大会開催の立候補で、

おおもめ。予定通りアフリカのガーナに決定。 

今回08-14年までのＩＴＴＯ行動計画の決議

が出来ず、1)08-09年の事業計画、2）加盟国

の違法伐採対策・持続可能な森林経営などに

関する森林法の執行強化、3)温暖化防止への

協力等のみが採択。 （ＩＴＴＣ参加による） 

 

【大豆の開発、アマゾンの森林破壊の進行】 

 ブラジル、アマゾンで原生林破壊しての大

豆栽培が進み、生産量が6千万トンと 10年で

2倍以上に。食料の他、ＥＵや中国、日本が

家畜飼料として消費。アマゾンで大豆ハイウ

エーも原生林を壊し、マットグロッソ州から

アマゾン川へ建設。ブラジル、ペルー共同で

アマゾンから太平洋への道路建設も進行中。 

 (資料：朝日新聞10/28、農業情報等) 
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【温暖化バリ会議、森林保護盛込み世界合意】 

２００７年12月13日バリ会議で、６０カ国の大 

臣･大臣級は、「森林劣化･保全問題につき

2012年からの第２期間からCO2削減課題に盛

り込む課題」と発言をし、１５日に森林保全を温

暖化防止会議で初めて合意。議長国インドネシ

アは火災、森林破壊で CO2 世界 3 位と判明。

アメリカ、中国等の全世界が温暖化防止バリ会

議を合意。第２ステップ(2050年原発無50%減)

へ行動を。日本のG8サミット中心課題が定まる。     

(バリ会議参加で多くのデータ、ニュース得る) 

 

【西パプア州知事、０８年全丸太輸出禁止へ】 

 １２月バリ会議参加のインドネシア・西パプア

Barnabas Seubu(セウブ)州知事は、「温暖化

防止のために西パプアの原生林保全し、２００８

年１月から全丸太の輸出禁止措置を取る。マレ

ーシア、中国資本が主伐採業者で、責任を負う

べき。背後で木材マフィアが組織し、7００万m3

の木材が密輸」と指摘。(参加でヒアリング判明) 

 

【ＰＮＧ林業大臣、段階的に丸太輸出禁止と】 

 ＰＮＧ(ﾊﾟﾌﾟｱ･ﾆｭｰｷﾞﾆｱ)のナマー林業相は、

「2010 年までに段階的に丸太輸出を停止」

すると。商社筋が確認中であり、国内工業化

の為らしい。(資料：日刊木材新聞08年3/4) 

 

【バリでＩＴＴＯ新事務局長、熱帯林保全を要請】 

 １２月８日バリの森林Ｄａｙ他でＩＴＴＯ(国際熱

帯木材機関)新事務局長エマヌエル・ゼ・メカ氏

は「熱帯林は１０億 ha 強あり、気候変動の緩和

に大いに貢献。保全を進めるべき」と。 (参加)                

 

【２００年住宅法案、閣議決定】(2月末各誌より) 

 長寿命に使用の循環利用できる住宅の普及

を目指す「長期優良住宅の普及の促進に関す

る法律案」(200年住宅法案)が 2月26日、閣議

決定し、国会へ上程。内容は、①腐食防止及び

地震の措置、②構造と設備変更を容易の措置、

③保全の措置、④エネルギー使用効率性等。 

 

 

２００７年１２月―２００８年３月 

                       ｂｙ 西岡 

 

【全国１３０自治体が違法材対策意見書採択】 

 ２００６－０７年にかけ全国 130自治体が【違法

材対策の意見書】採択していることがウータン

の調査で判明。都道府県別でも森林環境税を

講じている自治体（２６）より多いと判る。意見書

は東京都等が未制定、今後働きかけで増加の

見込み。 (資料：ウータン質問返送や各ＨＰ) 

 

【南洋材丸太輸入１００万ｍ３、ピークの４％】 

単位：輸入量1000m3、前年比％、他はアフリカ 

年度 サバ サラワク ソロモン ＰＮＧ 他 

１９９８ １２９ １９７５  １７１ ８７６ 152 

 ９９ ２００ ２０１３  １５２ ９６６ 202 

２０００ １４２ ２０２８   ７９ ７４５ 230 

 ０１  １７ １３５２   ６１ ４０４ 224 

 ０２ １２５ １３８８   ５４ ４１２ 111 

 ０３ １４９ １１２０   ３８ ４０８ 120 

 ０４ １９８ １０１７   ６４ ３３０ 57 

 ０５ ２４０  ８３４   ７４ ２１７  10 

 ０６ ２６０  ８１３  １０８ １８９   9 

 ０７ １７９  ５７６  １００ １６３   9 

前年比 ‐31.2 ‐29.1 ‐6.8 ‐13.4 ＋2.3 

 日本木材輸入協会集計で 07年は原木が 26%

減の約１０３万ｍ３、製材品は４５万ｍ３と輸入が

激減。合板市場の低迷が原因と、改正建基法

絡みと違法材停止、国産材使用で。１９７３年ピ

ーク時２７００万ｍ３の約４％の１００万ｍ３に減る。

他の０７年丸太･製材品輸入は、丸太ロシア３９０

万ｍ３、米材３０２万ｍ３、ＮＺ材８１万ｍ３、製材

南洋材４５万ｍ３、米材２７２万ｍ３、ロシア材９５

万ｍ３、欧州材２６５万ｍ３、ＮＺ１９万ｍ３、チリ材

３４万ｍ３,合板４０１万ｍ３(インドネシア１１８万

ｍ3、マレーシア２０１万ｍ3、中国６７万ｍ３等)。 

(資料:木材新聞０８年2月 16日,2月27日) 

 

【アマゾンの危機はどうなる？】 

 このまま放置されたり、破壊が進むと 2050 年

にアマゾンが危機の状態になるという報告がさ

れた。 
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【ブラジル政府、違法伐採２億７９００ドル罰金】 

 ブラジル政府は、近年違法伐採が頻繁で、毎

年 2000－08年に１５０，０００haが消滅のため、

アマゾン違法伐採に 2億７９００ドルの罰金を科

すと6月10日発表。だが大半、裁判になってい

ない。また同国調査機関はアマゾンが 7割弱破

壊されたと、8月31日に発表。（Mongabay.com） 

 
【サラワク先住民ケニャが森破壊抗議で封鎖】 

 5月 18日、マレーシア・サラワク先住民ケニャ

族の 6村・100名は、Samling(サムリン)木材が

原生林破壊でバラム川上流テラン・ウサで抗議

の道路封鎖。ケニャ族たちは、同木材が村共有

林等を不法伐採すると。(ブルーノ・マンサより) 

 

【サラワク首相、やっぱインドネシア材絡む?】 

 7月の Pontianak Tribunによると、タイブ・サラ

ワク州首相はインドネシア木材の違法輸入に関

連と暴露された。首相のインドネシア材違法輸

入スキャンダル発覚で、ＥＵとの木材交渉は遅

れる見通し。同氏は 2007 年 3 月、日本への輸

出関連で巨額なバックマージンを取ったと指摘

さる。（Mongabay com,Pontianak T、読売新聞) 

 

【サラワク首相、アブラヤシ開発拡大を再表明】 

 6 月 29 日、タイブ･サラワク州首相、ヤシ開発

拡大再表明。「オランウータンは安全だ!アブラ

ヤシ開発を遮る理由がない。４３０万 ha 必要」と。   

（Borneo Post） 

 

 

 

２００８年５月－８月 

                       ｂｙ 西岡 

 

【マレーシア農相、アマゾンへアブラヤシ開発】 

 8 月 25 日、マレーシアのチン農相は「マレー

シアは今後、ブラジル、アフリカでバイオ燃料

策拡大し、技術支援したい。投資も検討」と表明。

既にアマゾンに１００，０００ha のアブラヤシ開発

を行い、コンゴ共和国と１億ドル投資，３百万 ha

のアブラヤシ開発合意。マレーシアは、４４０万

haのアブラヤシを持ち、今後220万haをサバ、

サラワク州で開発予定と。[権利と資源イニシア

テイブ]の A ホワイト氏は、「地球の土地の最後

の大規模略奪が起きる可能性が大。一層の森

林破壊、紛争が起き、気候変動も加速」と指摘。

(資料：Mongabay.com、農業情報研究所） 

 

【マレーシア、インドネシア間アブラヤシ合意】 

 マレーシアBernama通信で 8月4日、急落す

るアブラヤシ(パームオイル)価格を立直すのに、

マレーシア,インドネシア政府が在庫でアブラヤ

シをバイオ燃料に使用合意。両国90万t利用と。

現在マレーシアのみ同国産自動車のバイオ燃

料に利用。8月6日、インドネシア天然資源省エ

ビータ氏は「国家的政策。Pt.Pertamina やオラ

ンダ資本ロイヤルダッチシェル、マレーシア

Petronasと組み実施を望む」と。（Jakarta Post） 

 

【世界初，違法材輸入禁止令がアメリカで成立】 

 違法材輸入禁止令で「米国政府は違法材に

扉を閉める」と EIAは歓迎。（6/19,Earth Times） 

 

【京都府，WマイレージでCO2年２３５ｔ削減と】 

 ウッドマイレージ（地産地消・木材近距離輸送）

の京都府で、同府木材認証運営協議会の調べ

は実施で年２３５ｔCO2削減。（８/12,木材新聞） 

 

【ロシア材の関税８０％で、日本の輸入 6割減】 

 08 年 1－6 月までの外材輸入について、ロシ

ア産材が関税率８０％になるため、同国産丸太

等輸入は昨年の６２％に激減。大陸貿易等は「8

月からｍ３当り3000円値上げ。」(日刊木材新聞) 
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【サラワク州、国立公園含め１３水力発電計画】 

 マレーシア・サラワク州政府は中国資本の水

力発電所計画を 2020 年までに建設進めると表

明、問題だ！予定の 1３発電所は北部のラワス、

リンバン、トゥトー、バラム、中部ラジャン川流域

のムラム、ベルファ、リナウ、バクン第２ダム(現

バクンダムと位置違う)、ブラガ、メトジャゥ、バラ

ン、南部のウル・エア、バタンアイ第２ダム。7 千

メガワットにと計画。住民等は森林破壊と気候変

動をもたらすと批判。トゥトー・ダムは、サラワク

州が世界遺産と主張したムル国立公園を含む

計画で、チー・ハウ弁護士らは「異常」と指摘。 

(資料：サラワク･エネルギー省,Malaysiankini等) 

 

【アフリカ数カ国、違法材停止へ動く】 

 9月27日ガーナ政府は、EU市場違法材流入

停止方向で、政府の森林法と政府方針に沿う木

材生産保証する協定をEUと10月調印表明。コ

ンゴも現木材伐採契約の 2/3を取消すと発表。

同国 156 伐採権中 46 件が国内法や国際法に

抵触のため。11 月アフリカフォーラム参加のド

イツの首相は、ナイジェリアも違法停止をと発言。

(資料：ロイター、トップNews、違法伐採News等) 

 

【EU、違法材停止流入停止等の政策表明】 

 10月17日、EU委員会は2つの政策を表明。

1つは EU市場に流入する違法材を減少･根絶

への提案。他は、熱帯林減少に取組む提案で、

2020年までに減少を今の 5割に抑え、2030年

までに世界の森林被覆率の減少を止める計画

案だ。『違法材流入停止決議』がされると 2番目

になる。(資料：Illegal Logging〔違法伐採〕News) 

 

【地球上の生物の 4割が生存の危機】 

 世界自然保護連合(IUCN)は、「このままでは

生息判明の世界の約4万4千種の３８％にあた

る 16,928種が生存の危機」と『2008年版 IUCN』

にまとめた。   (資料：日経新聞 10月6日) 

 

 

 

２００８年９月－１２月 

                       by 西岡 

 

 

【パプア最高裁、サラワクRH社が違法と認定】 

 パプア･ニューギニアのエコ･フォレストリー･フ

ォーラムが提訴した伐採問題につき、10 月 30

日 PNG 最高裁は、同国西部のカカラ･ドーゾ森

林区でのサラワク州リンブナン･ヒジャウ（RH）社

の伐採権取消しの判決を下した。訴訟費も RH

社が支払う命令。同フォーラムは「RH 社の伐採

中止させる画期的判決で、偉大な勝利だ!」と。 

(資料：スクープ･ワールドより) 

 

【チャールズ皇太子、熱帯林保護提案】 

 11月 2日インドネシアを訪問の英国チャール

ズ皇太子は、インドネシア林業相とスマトラ島で

絶滅危惧種ウリンを植林。3 日、ジャカルタで皇

太子は「先進国は熱帯林保護のため、年に1回

途上国に保全の費用を払うべき」と。彼は「気候

変動も和らげ、雨をもたらす熱帯林保護が急務。

【熱帯材保証取引】の市場をも作ることが可能」

と提案。(資料：ジャカルタ Post、Antara通信) 

 

【ブラジル政府、大規模伐採者 88名を逮捕】 

 11月8日ブラジル政府は、アマゾンの熱帯林

破壊を大規模にしていた牧場主、農園主等 88

名を逮捕、告訴する。同国環境相は「彼等にこ

の犯罪で破壊された森の再生の植林と 9900 ド

ルの罰金を科す」と公表。  (資料：AP通信) 

 

【オバマ次期大統領、米国も温暖化防止へと】 

 オバマ次期米大統領の環境相談役は、新政

権後に温暖化防止に米国も世界と同じく取組

む」と。日本、環境税を2009年より導入案も中止。  

温暖化防止への気候変動枠組み第１４回締約

国会議（ＣＯＰ１4）ポーランドで開催も｢2020 年

に９０年比で 20－40％減目標｣も日本、カナダ

反発で対立し、長期目標も途上国の抵抗で明

確な内容を盛り込めず、「2013年以降の削減策、

中長期目標」は来年の交渉となる。(資料：日経

新聞、ロイター11月13日、12月11日各新聞) 
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【金融HSBC、環境配慮で木材業の融資削減】 

 08年12月、世界有力 2000社内のランキング

1位英国の世界一金融グループ HSBC ホール

デイングは環境配慮の方針でマレーシア、イン

ドネシア木材資本等への融資を縮小と。HSBC

は違法性、持続可能に問題の木材、パームの

林産企業１/3取引を打切ると。(資料：ロイター) 

 

【UNEP、Co2蓄積･生物多様性等の地図作成】 

 08年12月、国連環境計画（UNEP）は、世界の

Co2蓄積量や生物多様性の高い所の保全必要

との地図作成。地図でボルネオ、スマトラ北部、

アマゾン、パプア、カナダ北部、フィンランド、ロ

シア北部･極東北部保全と。（New Scientist誌） 

 

【ペルー政府、10年以内に大半の森林保全と】 

 12月5日、温暖化防止締約国14回会議COP

１４でペルー政府は、10 年以内に森林減少を

防止と。これを実施すれば今ある原生林の 8割

保全できるか。REDDの資金絡み?（BBC News） 

 

【ブラジル、最大の違法伐採は政府関連組織】 

 08年 9月末、ブラジル環境省はアマゾンで大

規模な違法伐採１００組織のランキングを公表。 

政府系 INCRA が一番違法伐採多いと判明。ミ

ンク環境相は「ランク100位まで全組織に厳しい

措置を行う」と表明。特に北部ロンドにア、パラ、

マットグロッソ州がひどい。有力紙グロボは先住

民保護区で違法伐採告発文を掲載。08年 8月

まで違法伐採は２割減るが、アマゾンの森は違

法伐採、開発で２０％消滅。今措置、逮捕等に

木材企業組合は反発。（資料：9/29ロイター等） 

 

【ITTO(国際熱帯木材機関),08-11年行動決定】 

 08年11月44回国際熱帯木材機関理事会は、

0８－1１年行動計画等を決議。①気候変動で脅

威に適応・対策に関する ITTOルール、②加盟

国の森林法遵守･違法伐採等調査,合法材取引

を含む08-11年のITTO行動計画、③生物多様

性維持へ持続的な利用と保全策等。(参加で) 

 

 

２００８年１０月－２００９年２月 

     by西岡 

 

【ロシア丸太輸入半減、熱帯産丸太70万㎥に】 

 08年のロシア材輸入は関税 25％引上げで丸

太は前年比 54％減の 180 万㎥強、製材品は

30％減の 67万㎥。また熱帯材丸太の輸入は前

年比30％減の 70万㎥、欧州産製材品は 24.3%

減で201万㎥となる。合板の供給は国産が増加

で 260万㎥ (比率 42%)で、輸入合板がロシア、

熱帯産、ＮＺ産等を併せ356万㎥ (58%)と激減。

米国の住宅産業･産業界ショックで急減。今セイ

ホクグループ等は国産材合板を 50-100%への

計画。(資料：木材新聞09年1/31,2/5,2/6,2/11) 

 

【林業経営者協会も森林Co2吸収認定制度を】 

 2 月 15 日付、日本林業経営者協会は森林の

二酸化炭素（Ｃｏ２）吸収量と生物多様性レベル

の認証制度(フォレストック認定)を開始。また全

国の 13 県でも同Ｃｏ２吸収認定制度を実施し、

拡大模様。   (資料:日刊木材新聞 2/13他) 

 

【九州７県、H21年公共財１００％合法材使用】 

 沖縄を除く九州全 7県と九州森林管理局で構

成する「九州の森林づくり推進会議」は、H21 年

度から各県の公共事業にグリーン購入法推進

の方針に基づき合法材１００％使用を盛り込む

方針を決定。    (資料:日刊木材新聞 2/27) 

 

【コンゴ、伐採契約の約 6割認可取消しへ】 

 ロイターによると、コンゴ政府は森林破壊を防

ぐため、現在伐採許可を与えている 6 割近くの

契約を取消す方針と。消費国EUの合法材使用

のため方針転換。ガーナも同じ。（1/19付) 

 

【インドネシア、泥炭地のパーム農園再許可】 

 インドネシア政府は、1年余りで泥炭湿地での

アブラヤシ開発禁止策を解除。同農業省は 08

年調査結果で解除と理由付けした。それにより

同国の2500万haの泥炭湿地のうち新規は200

万haを上限に許可すると。泥炭湿地等の破壊･

火災･開発が同国温暖化促進の 84％を占め、

多くのＮＧＯｓは反発。(ガーディアン誌2/16他) 
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【環境省、G購入法コピー古紙の調達に新基

準】 

環境省はグリーン購入法に基づく国等のコピ

ー用紙の調達について、従来の古紙１００％基

準を見直し、間伐材、森林認証材及び未利用

材等も製紙原料として認める新しい調達基準を

策定し、２月中旬に閣議決定。４月新年度から

新基準での調達が開始される。   （日刊木材

新聞２１年３月４日） 

 

【サラワク、先住慣習地の法が好転？】 

マレーシア連邦裁判所は5月6日、NCR(先

住慣習権)が適用の土地区分には Temuda(耕

作地)のみならず Pulau(慣習林)と Pemakai 

Menoa(地域的領土)も含まれるという考え方を

支持した。これは以前シェルグループが権利を

所有したミリ 市の NCR 適用に関し、地域住民

がサラワク政府を 相手取った訴訟への判決だ。

詳しい B 弁護士は、主にプランテーションや木

材伐採用のリース取得に関係する住民と州政

府・企業間の訴訟問題にも影響と指摘。住民側

でNCRに関する主張を支持する十分な証拠を

提供すれば、企業サイドは妥協せざるを得なく

なる。（Malaysiakini） 

 

【MTCS、まともな木材認証を】 

マレーシアの森林認証制度である MTCS

（マレーシア木材認証手続）が5月6日、PEFC

の相互承認を受け、アジア太平洋地域で最初

の熱帯林の認証制度の PEFC 承認となる。ガ

ボンの森林認証制度に続き、熱帯林の森林認

証制度の相互承認としては２番目の例となる。

このPEFCの承認により、同様の承認を受けた

他の26カ国の森林認証制度との相互承認が可

能となった。これは問題だ！MTCS 認証を受

けた木材製品の製造業者や輸出業者がPEFC

のロゴの下にマレーシアの原材料を他の

PEFC 認証原材料とリンクが可能になることを

意味するから。先住民団体は、MTCS の林区

で原生林破壊や違法伐採する企業があると指

摘している。（フェアウッドNews、現地mailで） 

２００９年３－５月 

ｂｙ西岡 

 

 

【FSC、森林管理へ新基準採択】 

4 月 20 日、FSC（森林管理協議会）は、国家・

地方が所有する森林の為の新しい管理基準を

採択。新基準では、計画段階における過程を

改善し、一括で管理される FSC 認証の公有林

を増加させると。今まで国別基準を開発して

FSC に提出する事ができるのは、FSC 公認の

指定機関のみだったが、各国で規格の開発・承

認プロセスに時間がかかり、多くの規格は国別

指定機関の承認を受けずに提出されてきた。          

（FSCより） 

 

【REDD温暖化防止、インドネシア等に資金】 

REDD（途上国における森林減少・劣化に由

来する排出の削減）の推進で、コンゴ民主共和

国、インドネシア、パプアニューギニア、タンザ

ニア、ベトナムの５発展途上国は、森林保護、

森林伐採抑制に関する計画を実行していく国と

し、1800 万米ドルを資金提供される事が決定。

REDD 実行の準備をサポートする国連食糧農

業機関(WFO)、国連環境計画(UNEP)と国連

開発計画(UNDP)の協力で。       （資料

フェアウッドニュース） 

 

【AFP、違法材対策、REDD強化へ】 

5 月 27～29 日、インドネシアのバリで、違法

伐採対策の推進を含むアジア地域の森林の持

続可能な経営の推進を目的とした「アジア森林

パートナーシップ（AFP）第 8 回会合」が開催。

会合では、「違法伐採及びその REDD への影

響」を主要テーマに議論され、各国、NGO 等

から違法伐採対策や REDD 関連の取組が多

数発表された。違法伐採対策に引き続き取り組

むべきこと、REDD は森林ガバナンス（森林法

の遵守、土地所有権の整理、貧困対策などを

含む）が重要であることが強調された。６月1-12

日の温暖化防止会議がボンで開催され、

REDD 問題では森林・農業分野につき次期枠

組みにおける先進国の森林・農地等吸収源の

取扱いを議論される予定。（外務、林野庁） 

 



  世界の森林ニュース  

 

 

【APP社の森林破壊でトラ等が生存の危機】 

 世界有数の製紙企業 APP（アジア・パルプア

ンドペーパー）社は、インドネシアのスマトラ島

で大規模の原生林等破壊を計画していると

WWFインドネシア等のNGOｓが5月18日に報

告。WWF 等によればジャンビ州ブキ･ティガブ

ル国立公園周辺に残る自然林の大半をシナル

マス・グループの APP 社他関連企業が皆伐す

る許可を取得と。100頭近いオランウータンだけ

でなく、数少ないトラや野生生物等も生存の危

機に直面している。（資料：WWF、FoEJapan等） 

 

【ブラジル、投資家等へ土地保有権法を承認】 

6月末にブラジル大統領は、100万ha以下の

土地所有者に安価で買い取る土地保有法調印。

6700万haのアマゾンの熱帯林を100万人以上

の不法移住者、投機家に与える保有法になる。

支持派は土地保有権を認めると歓迎し、環境保

護団体は違法住民や投機家が占有を合法化し、

森林破壊や森林犯罪の悪化を進めると。７月12

日にパラ州で連邦検察の調査で、違法木材で

あるのに「エコ証明の木材」と偽装し米国、EU

等に輸出と。偽装エコ木材の関連企業は３千社

以上に及ぶ。(資料：Mongabay News 6/29,7/12) 

 

【森林破壊でマレーシア先住民、再道路封鎖】 

 ８月初旬、マレーシア･サラワク州先住民のプ

ナン人は Samling Timber等の原生林破壊に抗

し、バラム川上流域のロング・バンガン等の数

箇所で再度の道路封鎖。住民は生活を破壊し

ないようサムリン木材社に申入れも無視され抗

議と。ブルーノ・マンサ・ファンドによれば、同社

はガイアナ等で違法伐採も実施と。(BMF 8/24） 

 

【インド最高裁、森林回復へ２３億ドル拠出】 

 ７月、インド最高裁は森林回復や野生生物保

全へ凍結の２３億ドルを拠出すると決定。この資

金で約６００万 ha の森林を回復できる可能性が

あると同国環境大臣が発表。  (ロイター7/19) 

 

 

２００９年５－９月 

                         by 西岡 

 

 

【木材輸入協会調査、合法合板８３％に上昇】 

 日本木材輸入協会は、平成２０年度の合法

性・持続可能性の証明された木材･木製品の取

扱を発表。輸入合板は合法性の証明が 83.3%、 

製材や集成材では 31.4％と。当会では原産地

確認無しの日本企業が多数で、特にサラワク州

産合板は大半が持続可能性を欠く原生林材で、

一部は違法の木材と推計。昨年度より数段良く

なったが、丸太等の商品につき、再考も必要。  

｛合法･持続可能性の証明された木材・ 

   木製品のH20年度の取扱量｝ 単位；㎥ 

 

丸 太 

製 材  

合板･ボー

ド 

集成材 

合 計 

申告輸入量

3,697,246 

2,574,724 

2,570,225 

 

  563,168 

9,403,393 

合法材数量 

  728,558 

   70,161 

2,141,635 

 

   14,255 

2,954,609 

比率 

 19.7 

  2.7 

83.3 

 

 2.5 

31.4 

                  （資料:木材新聞） 

【民主党で森林政策が変わるか？】 

 民主党マニフェストでは、①森林管理・環境保

全直接支払制度導入による森林吸収源対策の

実施で削減目標とする、②違法材対策は外材

輸入に適正な木材であることを証明するトレサ

ビリティ（追跡可能性）システムの導入で規制、

③木質バイオマスの更なる活用、④国有林野

事業の抜本見直し等が目玉。（民主資料等より） 

 

【国産杉型枠合板、林野庁積極推進へ】 

 国産材型枠を使用の自治体は8府県で、現在

国産型枠材使用の問題は曲げ剛性、塗装等へ

改良等。国産合板材が１０％弱で、サラワク産

等が 9割の輸入合板で違法性や持続可能性が

低い木材は転換が必要。林野庁は国産型枠を

利用の方針と。 （木材新聞９/3 林野庁ＨＰ等） 

 

【林野庁Ｈ22年度予算４４３２億円の概算要求】 

 林野庁22年度要求の重点は、多様で健全な

森林整備、林業産業・山村再生。（林野ＨＰより） 

 

 


