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1 報告書の概要
TPP 協定の「環境章」において、各国における違法伐採の抑止に働く行政措置の強化が規定
された。これを踏まえて、平成 29 年 5 月に「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する
法律」
（以下、
「クリーンウッド法」という）が施行された。また、平成 29 年 11 月から、同法
に基づく木材関連事業者の登録が開始された。
このような背景の中、木材関連事業者による木材等の合法性確認等の取組を一層推進するた
め、平成 29 年度補正予算において、生産国における現地情報の収集が予算化され、企画競争
の結果、一般社団法人日本森林技術協会と一般社団法人全国木材検査・研究協会を構成員とす
る共同事業体の企画が採用され、本事業が実施された。
本事業の目的は、木材関連事業者が効率的に木材等の合法性確認等の取組を実施できるよ
う、生産国における木材の流通や関連法令に関する情報を収集することである。
調査対象国は、ルーマニア、イタリア、エストニア、ラトビア、フィジー、南アフリカと、
文献調査のみのフィンランド及びスウェーデンの計 8 カ国であり、それぞれの国において木
材流通状況、関連法令・許認可制度、その他参考情報等が収集された。
各調査対象国の現地調査及び文献調査は平成 30 年 3 月から 11 月にかけて実施され、調査
結果の詳細は本報告書の第 4 章に整理されている。
また、本事業の円滑かつ効果的な実施のため、林野庁、学識経験者、業界団体等から成る調
査委員会が設置され、事業実施期間中に 3 回の調査委員会が開催された。
本事業の成果は、平成 31 年 2 月中旬に開催された成果報告会において広く関係者に報告さ
れた後、合法伐採木材等に関する情報提供サイト「クリーンウッド・ナビ」に掲載できる様式
で整理するとともに、本報告書にとりまとめられた。
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2 事業の概要
2.1 事業の背景及び目的
TPP 協定の「環境章」において、各国における違法伐採の抑止に働く行政措置の強化が規定
された。これを踏まえて、平成 28 年 5 月に「クリーンウッド法」が制定され、1 年後の平成
29 年 5 月 20 日に施行された。そして、平成 29 年 11 月から、同法に基づく木材関連事業者の
登録が開始された。
クリーンウッド法第 5 条において、事業者の責務として「木材等を利用するに当たっては、
合法伐採木材等を利用するよう努めなければならない」と定められており、同法第 6 条におい
て、木材関連事業者が合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置について主務
省令で定めるとされている。この措置において、各木材関連事業者は、自ら取り扱う木材・木
材製品が合法的に伐採された木材かどうかを判断するために、
「デュー・ディリジェンス」
（払
って然るべき正当な注意義務及び努力）の思想を含めた適切な合法性の確認を行うこととされ
ている。
また、国は、合法伐採木材の利用のための判断基準となるべき事項を定めるとともに、合法
伐採木材の流通及び利用の促進に必要な関連情報を収集・提供することとされており、木材関
連事業者が各生産国からの輸入を行う際に、効率的に合法性の確認を行い、事業が行えるよう
情報を提供する必要がある。
このため、林野庁は、同庁ホームページ内に、合法伐採木材等に関する情報提供サイト「ク
リーンウッド・ナビ」を公開しており、クリーンウッド法などの法令に加え、木材関連事業者
が「合法性の確認」を行う際に有益な生産国の木材の流通状況や関係法令に関する各種情報を
掲載している。
このような背景の中、木材関連事業者による木材等の合法性確認等の取組を一層推進するた
め、平成 27、28 年度の先行事業に引き続き、平成 29 年度補正予算において「『クリーンウッ
ド』利用推進事業のうち生産国における現地情報の収集（欧州地域等）
」として本事業が実施
された。
本事業は、
「クリーンウッド法」に基づいて木材関連事業者による合法性の確認等の取組を
一層推進するため、木材関連事業者が効率的に合法性の確認等の取組を実施できるよう、生産
国における木材の流通や関連法令に関する情報を収集することを目的としている。

2.2 事業の実施内容等
2.2.1 事業の内容
「
『クリーンウッド』利用推進事業のうち生産国における現地情報の収集（欧州地域等）に
係る仕様書」に示された本事業の具体的な内容は、次のとおりである。
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1） 事業概要
木材関連事業者が取り扱う木材等の合法性の確認を適切に実施できるよう、以下の取組によ
り、生産国における木材の流通や関連法令に関する情報を収集して、
「クリーンウッド・ナビ」
に掲載できる形に取りまとめる。

2） 事業の具体的内容
事業の具体的内容は以下の通りとする。なお、事業の実施にあたっては、あらかじめ林野庁
と協議の上で実施することとする。
(1)

調査対象国

ルーマニア、エストニア、ラトビア、フィジー、南アフリカ等
（文献調査対象国として、フィンランド及びスウェーデンが追加指示された）
(2)

調査内容

ア 木材流通状況調査
・調査対象国の木材流通の特徴(主要な木材輸出製品、木材の原産国等)
・違法伐採に関する情報の有無・あればその内容
イ 森林の伐採に関する法令等の調査
・伐採に関する法令の概要
・伐採に関する許可証等の法令に基づく書類の有無
・伐採の合法性が確認できる書類(証明システム)の事例及びその発行条件
ウ 木材の流通段階における法令調査
・木材の流通段階における法令の有無及び事例
・木材・木材製品を輸入・輸出する際の法令・証明システムの有無及び事例

2.2.2 事業実施の基本方針
事業の実施に当たっては、上記の事業の目的及び実施内容等を十分に踏まえた上で、次の基
本的な実施方針を掲げて、事業の効率的かつ効果的な実施に取り組んだ。

1） 調査対象国の選定
本事業の目的及び実施内容を踏まえた上で、より効果的な実施成果を得るために、
「『クリー
ンウッド』利用推進事業のうち生産国における現地情報の収集（欧州地域等）に係る仕様書」
に記載された調査対象国７カ国に、イタリアを追加し、計 8 カ国を調査対象国とした。
イタリアは、木製家具の日本輸入額がアジア圏に次いで突出して大きく、製材や合板の輸入
額も近年著しく増加している。その一方で、同国については、バルカン諸国やアフリカ諸国の
高リスク国からの木材が混入する重大なリスクが報告されている。2018 年 2 月時点で「クリ
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ーンウッド・ナビ」に掲載されておらず、同国の現地情報の収集が重要であると判断した。
表 2.2.1 本事業の最終的な調査対象国
調査区分

調査対象国

現地調査

【欧州地域】ルーマニア、イタリア、エストニア、ラトビア
【大洋州地域】フィジー
【アフリカ地域】南アフリカ
計 6 カ国

文献調査のみ

【欧州地域】フィンランド、スウェーデン

計 2 カ国

合計

計 8 カ国

2） 調査範囲
調査対象とする範囲、若しくは調査の枠組みとして、クリーンウッド法第 6 条において木材
関連事業者が合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置として課せられた「判
断の基準」に基づいて、次のマトリックス表を活用した。なお、
「判断の基準」は、EU 木材規
則の「デュー・ディリジェンス」と近しい概念となっている。
表 2.2.2 判断の基準に基づくマトリックス表
デュー・ディリジェンス

素材生産

加工

輸出

輸入

販売

建築・建設

その他

情報の収集
合法性の確認
追加的措置

判断の基準の構成要素としては、①情報の収集、②合法性の確認、③追加的措置がある（EU
木材規則のデュー・ディリジェンスの構成要素は①情報の収集、②リスク評価、③リスク低減
となっている。
）
。それぞれについて、工程別の手法と留意事項を、製品種目の違いを考慮しな
がら情報収集して分析・整理することとした。
工程については、素材生産から加工、輸出までの段階を主な調査対象とすることとした。
木材流通の対象製品は、丸太、製材品、木材チップ・木質ペレット、合板・集成材、木製家
具、紙を想定しつつ、調査対象国の状況等により、実行関税表第 9 部第 44 類(紙の場合は第 48
類)に掲げられている品目を、基本的に調査対象とすることとした。
ただし、日本への木材等の輸入状況は調査対象国ごとに異なるため、木材関連事業者が効率
的に合法性の確認等に取り組むために求める調査結果も国ごとに異なる。したがって、事例に
ついては、各国の日本への輸入が特徴的な品目に焦点を当てて、情報収集を行うこととした。

(1) 「情報の収集」の手法と留意事項に関する調査範囲
各国の合法性の定義（関連法令、許認可制度及び必要書類）と特異性に関する情報を対象と
して収集・分析し、
「輸出国側が木材及び木材製品について何をもって合法としているか」を
明らかにすることとした。
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(2) 「合法性の確認」に関する調査範囲
クリーンウッド法上の合法性の範囲とは必ずしも一致しないが、より幅広い合法性の情報を
整理するため、EU 木材規則の合法性の範囲を参考とした。EU 木材規則の合法性の範囲は以
下のような項目に定義されており、ヨーロッパ木材貿易連盟（ETTF）もリスク評価の調査範
囲としてこれを採用している。
合法伐採権（土地所有権、コンセッションライセンス、森林管理・伐採計画、伐採許
可）
税金と手数料（ロイヤルティの支払と伐採手数料、付加価値税とその他売上・販売税、
収入及び利益税）
木材伐採(林業（木材伐採）規制、保護地域及び樹種、環境配慮事項、安全衛生、合法
的な雇用)
第三者の権利(慣習的な権利、自由で事前の十分な情報に基づく同意（FPIC）
、先住民
族の権利)
貿易と輸送（樹種・量・品質の分類、貿易と輸送、外国間貿易と振替価格操作、税関
規制、CITES（ワシントン条約）、デュー・ディリジェンス／デュー・ケア）
本事業では、特に木材伐採や第三者の権利に関する項目について、持続可能性に配慮した調
達で社会的な関心が高まる傾向にあるため、十分な確認を行うこととした。

(3) 「追加的措置」に関する調査範囲
クリーンウッド法では、合法性の確認ができない場合、追加的措置が必要とされている。追
加的措置の手法については、EU 木材規則下のリスク低減の手法が参考になると考えられた。
ETTF が EU 木材規則に忠実に策定したリスク低減の手法は、以下のように分類されている。

現地サプライチェーン監査（CoCに特化）
森林管理ユニット（FMU）監査（現地FMU監査又はFMU監査に基づく文書確認）
認証/証明木材を要求する
サプライヤー代替
サプライチェーンマッピング（追加情報の要求）
本事業では、このようなリスク低減に関する手法の内訳を参考にして、各国におけるリスク
情報を整理した上で、どのような追加的措置の手法が有効かを考察することとした。
また、最近の持続可能性に配慮した調達においては、監査や認証プロセスにおいて、どのよ
うにして書類と現場・現物の実態に乖離が出ないようにするかが重要になってきているため、
こうした点についての確認にも留意することとした。

2.2.3 事業の実施
本事業は、生産国における「現地情報の収集調査の実施」と、
「調査委員会の開催」の 2 つ
のコンポーネントで構成され、その結果を「成果報告会の開催」に収斂させ、事業成果につな
げるものである。
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本事業の実施に当たっての作業フローは、図 2.2.1 に示すとおりであり、それぞれのコンポ
ーネントの実施内容は次のとおりである。

図 2.2.1 本事業実施の作業フロー

【生産国における現地情報の収集】
1） 既往情報の整理
インターネットに公開されている情報を収集して、あらかじめ各国の法令やシステムの概要
を把握して、現地調査で情報収集する内容を計画した。その際には、以下の Web サイトを中
心とした違法伐採に関する情報も収集した。


Forest Legality Alliance (http://www.forestlegality.org/risk-tool)
米国の環境系シンクタンクである World Resources Institute が運営している。国別の関連法
令及び必要書類、森林資源の概況、管理実態の概況、木材製品の概況、関連組織のリスト
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（業界団体、NGO、行政機関）
、リスク評価・低減ツールを掲載している。


NEPCon (http://www.nepcon.org/forestry-risk-profiles)
デンマークの合法性証明・森林認証関連 NGO が運営しており、
上記と同様の内容である。
特に、デュー・ディリジェンスの情報の収集、リスク評価及び低減について、具体的な手
順に沿って、情報を網羅的かつ簡潔にまとめている。



Illegal Logging Portal (http://www.illegal-logging.info)
英国の王立国際問題研究所 Chatham House が運営しており、全世界の違法伐採材対策に係
る幅広い情報を提供している。国別に最新の関連ニュースをまとめており、最新動向や関
係機関を知る手がかりとして有効である。



Environmental Investigation Agency (https://eia-global.org)
米国に本部を置く潜入捜査を専門とする環境 NGO が運営しており、世界各地で木材業者
を装い違法伐採材の商談を行うことで違法性の裏付けを行っており、デュー・ディリジェ
ンスを実施する際の具体的な注意点が実例を通して理解できる。

2） 現地調査の実施
(1) 基本的な調査手法
情報収集調査では、表 2.2.2 に示した工程別の判断の基準の構成要素に着目して、情報を収
集した。収集する情報は、主に、中央政府の森林に関する行政機関、通商産業に関する行政機
関において施行している木材生産及び取扱い、流通・加工・輸出に係る法令や許認可等のシス
テムとし、それぞれの内容を把握するとともに、全体を体系的に把握した。
また、法令・許認可制度の運用実態を把握するために、まず、木材生産者、木材加工業者、
流通業者、木材輸出業者等の業界団体等を対象に聴き取り調査を行い、業者のリストやサプラ
イチェーンや産業連関の概況、法令・制度を遵守するための具体的な手続内容、手続きに必要
な書類（様式）の入手・記入・提出方法、その他手続のために必要な作業等を明らかにした。
その際、木材の輸入に際して合法性に関する配慮事項が設定されている主に EU に向けた木材
の取扱いに注目しつつ、日本向け木材輸出における合法木材のトレーサビリティに焦点を当て
ながら、木材製品の取扱いの実態についても調査した。さらに、FSC、PEFC 及び PEFC と相
互承認している各国で定められた森林認証システム等の状況についても調査した。

(2) 調査対象国ごとの調査ポイント
それぞれの調査対象国における木材等の日本への輸出状況を踏まえ、焦点を当てた調査内容
は表 2.2.3 に示すとおりとした。
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表 2.2.3 調査対象国ごとの調査ポイント
特徴

概

国名
欧

況

調査ポイント

州

ルーマニア

エストニア
ラトビア
イタリア

フィンランド

スウェーデン

・ 集成材、合板などを日本へ輸出している。 ・ 伐採段階、木材流通段階(隣国への輸出輸入)に焦点を
・ 森林伐採施業と加工輸出のリスク情報が
当てた。
存在する。
・ 特にオーストリアへの輸出に関連して、オーストリア
の木材流通段階についても確認した。
・ 製材、木材チップ、集成材などを日本へ輸 ・ 伐採段階、木材流通段階(原料の輸入、隣国への輸出)
出している。
に焦点を当てた。
・ 製材、合板などを日本へ輸出している。 ・ 伐採段階、木材流通段階(原料の輸入、隣国への輸出)
に焦点を当てた。
・ 製材、合板、木製家具などを日本へ輸出し ・ 特に木製家具の木材流通段階(原料の輸入・加工・輸出)
ている。
に焦点を当てた。
・ 高リスク国からの原料を使用していると
指摘されている。
・ 製材、合板などを日本へ輸出している。 【文献調査のみ】
・ 木材流通段階に焦点を当てた。
・ 原料の輸入についても留意した。
・ 製材、合板、木製家具などを日本へ輸出し 【文献調査のみ】
ている。
・ 木材流通段階に焦点を当てた。
・ 原料の輸入についても留意した。

太平洋州
フィジー

・ 主に人工林から生産されている。
・ 主に木材チップを日本へ輸出している。

・ 人工林の伐採段階に焦点を当てた。

・ 主に人工林から生産されている。
・ 主に木材チップを日本へ輸出している。

・ 人工林の伐採段階に焦点を当てた。

アフリカ州
南アフリカ

(3) 現地調査の実施
本事業の調査対象国のうち、ルーマニア、イタリア、エストニア、ラトビア、フィジー及び
南アフリカの 6 カ国に関連して、下表のとおり現地調査を実施し、必要な情報を収集した。
表 2.2.4 調査対象国別の情報収集調査の概要
調査対象国

現地調査期間

ルーマニア

平成30年7月6日～7月22日

イタリア

平成30年9月2日～9月16日
平成30年11月21日～11月25日（注：中国上海において開催されたアジ
ア向けのイタリア家具の展示会にて情報を収集した。
）

エストニア

平成30年8月13日～8月24日

ラトビア

平成30年9月28日～10月11日

フィジー

平成30年9月4日～9月18日

南アフリカ

平成30年9月17日～9月30日

【調査委員会の開催】
本事業では、生産国における現地情報を効率的かつ的確に収集するとともに、木材関連事業
者が理解・活用しやすく整理することが必要であるため、林野庁の他、木材等製品の流通、合
法性等に関する学識経験者、業界団体、NGO 等から成る調査委員会を設置し、委員より多角
的な助言を得ながら、事業を進めた。
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調査委員会委員は、林野庁担当者と協議の上、表 2.2.5 に示す 6 名を選考して委嘱した。
表 2.2.5 調査委員会委員
No.

種

別

１

氏

名

所

属

柿澤

宏昭

北海道大学大学院農学研究院 教授

２

百村

帝彦

九州大学熱帯農学研究センター 大学院地球社会統合科学府 准教授

3

上河

潔

日本製紙連合会 顧問

岡田

清隆

日本木材輸入協会

森田

一行

一般社団法人全国木材組合連合会 常務理事

橋本

務太

WWFジャパン 森林グループ長

学術経験者

4

業界団体

5
6

NGO

専務理事

調査委員会は、本事業の実施期間中に、3 回（開始時、中間報告時、取りまとめ時）開催し
た。各調査委員会の開催時期、目的・内容等は、下記に示すとおりである。
表 2.2.6 調査委員会の開催時期及び目的・内容
調査委
員会
第1回

開催年月日・場所

開催目的・内容

日時：平成30年5月25日（金）14：00～16：00
場所：TKPスター貸会議室 四谷 第1会議室
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-8-6

・ 委員の紹介
・ 本事業の背景、事業内容等の説明
・ 調査対象国の概要説明及び現地調査の実施計画（案）
の説明
・ 本事業の実施方針等に関する協議 等

第2回

日時：平成30年8月31日（金）14：00～16：00
場所：主婦会館プラザエフ 3F コスモス
〒102-0085 東京都千代田区六番町15

・ ルーマニア、エストニアにおける現地調査結果の概要
説明
・ ラトビア、イタリア、フィジー、南アフリカの事前情
報収集調査結果の概要説明
・ 今後の現地調査の実施方針・方法等に関する協議 等

第3回

日時：平成31年1月18日（金）13：00～15：30
場所：主婦会館プラザエフ 8F パンジー
〒102-0085 東京都千代田区六番町15

・ 全調査対象国の調査結果のとりまとめに係る説明
・ 今後の報告会開催、報告書の最終化等の方針・方法等
に関する協議 等

【成果報告会の開催】
各調査対象国における現地調査・文献調査の結果について、
「クリーンウッド・ナビ」への
掲載に先がけて、木材等関係事業者、関連業界団体、NGO 等、広く関係者に報告するため、
下記のとおり、成果報告会を開催した。
日時：2019 年 2 月 15 日（金）
13 時 30 分～16 時 30 分
場所：主婦会館プラザエフ
9F 「スズラン」
〒102-0085
東京都千代田区六番町十五番
参加者数：62 名
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2.3 事業の実施体制
本事業を実施するに当たり、調査対象国における迅速かつ円滑な情報収集を行うため、それ
ぞれの国の森林・林業政策や木材の流通に精通している技術者や、海外調査の豊富な経験を有
する技術者を多く配置する必要がある。そのため、一般社団法人日本森林技術協会と一般社団
法人全国木材検査・研究協会が共同事業体を形成し、本事業を実施した。
共同事業体の両構成員が調査対象国における迅速かつ円滑な情報収集を分担して実施した
後、主幹機関である一般社団法人日本森林技術協会が、収集した情報をとりまとめて整理した。
本事業の実施体制として、共同事業体の主幹機関である一般社団法人日本森林技術協会に、
管理技術者、照査技術者及び事業責任者（主査）を配置し、主査の下、共同事業体の両構成員
から事業担当者を選出して本事業の実施チームを編成した。主査を含む事業担当技術者には、
海外における調査業務の経験が豊富な技術者、本事業の調査対象国における業務経験を有する
技術者を配置し、適切かつ効率的に事業を実施する体制を整えた。
さらに、調査のスケジュールや作業量に柔軟に対応できるよう、一般社団法人日本森林技術
協会の事業部森林情報グループ及び企画グループにバックアップ要員を配置した。
表 2.2.7 事業実施・バックアップ体制（主な業務従事予定者）
区

分

氏

名

管理技術者
金森 匡彦
照査技術者
小林 周一
主査
西尾 秋祝
業務担当者
松本 淳一郎（副査）
久納 泰光
中村 有紀
小松 隆平
佐藤 雄一
佐々木 亮
祇園 紘一郎
大久保 尚哉
武政 有香
（バックアップ）
藤井 創一朗
佐藤 顕信
吉田 城治
郡 麻里
永野 裕子
宮部 秀一
島崎 奈緒実

所属・役職
(一社)日本森林技術協会
(一社)日本森林技術協会
(一社)日本森林技術協会

事業部 森林情報グループ グループ長
事業部 国際協力グループ グループ長
事業部 指導役（国際協力グループ）

(一社)日本森林技術協会 事業部 国際協力グループ リーダー
(一社)日本森林技術協会 事業部 国際協力グループ
(一社)日本森林技術協会 事業部 国際協力グループ
(一社)日本森林技術協会 事業部 森林情報グループ
(一社)全国木材検査・研究協会 専務理事・調査研究部長
(一社)全国木材検査・研究協会 調査研究部副部長
(一社)全国木材検査・研究協会 調査研究部
(一社)全国木材検査・研究協会 調査研究部
(一社)全国木材検査・研究協会 調査研究部
(一社)日本森林技術協会
(一社)日本森林技術協会
(一社)日本森林技術協会
(一社)日本森林技術協会
(一社)日本森林技術協会
(一社)日本森林技術協会
(一社)日本森林技術協会
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事業部
事業部
事業部
事業部
事業部
事業部
事業部

森林情報グループ
森林情報グループ
森林情報グループ
森林情報グループ
森林情報グループ
企画グループ リーダー
企画グループ 事務主任

3 クリーンウッド法の概要
TPP 協定の「環境章」において、各国による違法伐採の抑止に働く行政措置の強化が規定さ
れたことを踏まえ、
「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」
（通称「クリーンウ
ッド法」
）が 2016 年 5 月に制定され、2017 年 5 月 20 日に施行された。
同法は、我が国又は原産国の法令に適合して伐採された木材及びその製品の流通及び利用を
促進することを目的として、対象となる木材等や木材関連事業者の範囲、登録方法等を定める
とともに、木材関連事業者及び国が取り組むべき措置についても定めている。

3.1 基本方針
クリーンウッド法に基づき、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本的な方向、
措置、及びその意義についての知識普及等について、「合法伐採木材等の流通及び利用の促進
に関する基本方針」に定めている。また、同法の対象となる木材等、木材関連事業者の定義や
取り組むべき措置、合法性の確認方法、国が取り組むべき措置等について規定している。

3.2 合法性の確認方法
合法性の確認は、第一種木材関連事業を行う者において最初に行われ、第二種木材関連事業
を行う者においては、第一種木材関連事業を行う者において合法性の確認が行われた木材等に
ついて再確認することになり、両者の合法性の確認方法は異なる。
合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律施行規則において、木材関連事業は次の
とおりに区分されている。

1） 第一種木材関連事業
(a) 樹木の所有者から当該樹木を材料とする丸太を譲り受けた者が行う当該丸太の加工、輸
出又は販売（消費者に対する販売を除く。以下同じ。）をする事業（第三者に委託して
当該加工、輸出又は販売を行う事業を含む。
）
(b) 樹木の所有者が行う当該樹木を材料とする丸太の加工又は輸出をする事業（第三者に委
託して当該加工又は輸出をする事業を含む。
）
(c) 樹木の所有者から当該樹木を材料とする丸太の販売の委託又は再委託を受けた者（その
者が行う当該丸太を木材取引のために開設される市場において販売する事業
(d) 木材等の輸入を行う事業

2） 第二種木材関連事業
木材関連事業者が行う事業のうち、第一種木材関連事業以外の事業
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合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する基本方針において、木材等の合法性の確認方
法として、次の方法が上げられている。

(1) 第一種木材関連事業のうち、上記(a)、(c)又は(d)における合法性の確認方法
樹木の所有者又は我が国に木材等を輸出する者に対して、下記の書類（電磁的記録を含む。
以下同じ。
）を提出させ、法令等情報、樹木の所有者又は我が国に木材等を輸出する者との取
引実績その他の必要な情報を踏まえて、これらの書類の内容を確認する。
イ. 樹木の所有者から譲り受け、若しくは販売の委託若しくは再委託を受けた丸太又は輸
入した木材等についての次の事項を記載した書類
・

種類及び原材料となっている樹木の樹種

・

原材料となっている樹木が伐採された国又は地域

・

重量、面積、体積又は数量

・

原材料となっている樹木の所有者又は我が国に木材等を輸出する者の氏名又は

名称及び住所
ロ. イの丸太又は木材等の原材料となっている樹木が我が国又は原産国の法令に適合し
て伐採されたことを証明する書類
上記の方法によって合法性が確認できない場合には、次のいずれかの措置を実施する。
ハ. 合法性が確認できない木材等の原材料となっている樹木が我が国又は原産国の法令
に適合して伐採されたことに係る情報であって、上記ロの書類以外のものを収集し、
法令等情報、その他の必要な情報を踏まえて、当該情報の内容を確認する。
ニ. 合法性が確認できない木材等を取り扱わない。

(2) 第一種木材関連事業のうち、上記(b)における合法性の確認方法
法令等情報、その他の必要な情報を踏まえて、次の書類の内容を確認する。
イ. 自ら所有する樹木を材料とする丸太についての次の事項を記載した書類
・

種類及び原材料となっている樹木の樹種

・

原材料となっている樹木が伐採された国又は地域

・ 重量、面積、体積又は数量
ロ. イの樹木が我が国の法令に適合して伐採されたことを証明する書類
上記の方法によって合法性が確認できない場合には、次のいずれかの措置を実施する。
ハ. 合法性が確認できない木材等の原材料となっている樹木が我が国又は原産国の法令
に適合して伐採されたことに係る情報であって、上記ロの書類以外のものを収集し、
法令等情報、その他の必要な情報を踏まえて、当該情報の内容を確認する。
ニ. 合法性が確認できない木材等を取り扱わない。

(3) 第二種木材関連事業における合法性の確認方法
木材等を譲り受ける際に提供された書類、その他これに類する書類の内容を確認する。
譲り渡される書類には、以下の旨が記載されている。
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イ. 第一種木材関連事業者から木材等を譲り受ける場合には、その第一種木材関連事業が
合法性の確認を行った旨及び合法性の確認ができた場合にはその旨
ロ. 第二種木材関連事業者から木材等を譲り受ける場合には、その第二種木材関連事業者
が合法性の確認を行った旨及び合法性の確認ができた場合にはその旨
ハ. また、クリーンウッド法第8条の木材関連事業者の登録、その他合法伐採木材等の流
通及び利用の促進に資する制度に基づく登録、認証又は認定を受けている者から木材
等を譲り受ける場合には、登録、認証または認定を受けている旨
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