
3 ドイツ連邦共和国 
3-1 概要 
ドイツは、16 州からなる連邦国家で、国土面積は 357,582 km2（日本の 95%）、人口約

8,300 万人（日本の 65％）である。ドイツは世界有数の先進工業国であると同時に貿易大国
で、主要産業は自動車、機械、化学・製薬、電子、食品、建設、光学、医療技術、環境技術、
精密機械等である（外務省ドイツ基礎データ 1）。 

 
3-1-1 森林 

2012年に実施された連邦森林インベントリー2によれば、ドイツの森林面積は 1,140万 ha
で国土の 32％を占める。森林面積は 2002 年から 2012 年の間ほとんど変化していない。イ
ンベントリーには 51 樹種が記録されており、トウヒ、マツ、ブナ、オークが森林の 73%を
占めている。森林資源量は全体で約 37億m3、ヘクタール当たり平均 336 m3/haで（図 3.1）、
10 年前から約 10 %増加した。 

 

 
図 3.1 ドイツの樹種別森林資源量（連邦インベントリー2012 から抜粋） 

ALH: 寿命の長いその他の広葉樹（カエデ、トネリコ、クリ、クワ、ニレ等） 
ALN: 寿命の長いその他の広葉樹（カバノキ、ハンノキ、ポプラ、ナナカマド等） 
 
森林の成長は高いレベルにあり、ヘクタールあたり年間 11.2m³、全国で年間 1 億 2,160

万 m³である（図 3.2）。現在の高成長は、1950 年代の針葉樹植林の結果であり、樹齢 60 年
という最も生産的な樹齢にある。 

1 外務省ドイツ基礎データ https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/germany/data.html 
2 ドイツ連邦森林インベントリー https://www.bundeswaldinventur.de/dritte-bundeswaldinventur-2012/ 
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図 3.2 ドイツの樹種別成長量（連邦インベントリー2012 から抜粋） 

 
2002 年から 2012 年までの期間、ドイツでは毎年平均で 7,600 万 m³の原木（樹皮なし）

が使用されたが、森林の成長はこれを上回っている。木材の使用と天然木の枯死は、森林の
成長の約 87％で 13％は蓄積されている。 

 
 

3-1-2 林業・林産業 
ドイツでは林産業はその労働人口が自動車産業、交通輸送、電気機械製造などに次ぐ主力

産業である（岸 20123）。ドイツの森林の 48％は私有林、29％は連邦政府（国有林）、19％
は企業、4％は連邦州政府が所有している。私有林の割合は、ヘッセ州で 24％からノルトラ
イン・ヴェストファーレン州で 67％の範囲となっている。私有林の約半分は面積が 20 ヘク
タール未満の農場であり、13％は、1,000 ヘクタール以上の規模で企業に所有されている。
ドイツの企業および民間の森林所有者の数は 200 万人と推定されている（連邦インベント
リー2012）。 

 
  

3 岸修司 （2012）ドイツ林業と日本の森林 築地書館 
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3-2 木材需給の状況 
3-2-1 木材供給 
ドイツ連邦統計局のデータによれば（Destatis 20194）、2018年にドイツでは 64百万m3

（樹皮なし）の丸太が生産され、そのうち約 80％は針葉樹であった。丸太生産は 45%が民
有林、36％が州有林からによるものであった。丸太生産の 15％（980 万 m3）はバイオマス
エネルギーに使用された。 

 
 

3-2-2 木材・木材製品の輸入 
ドイツの木材・木材製品の輸入量を以下に示す。ドイツ木材貿易協会(GD Holz, 

Gesamtverband Deutscher Holzhandel e. V.)がとりまとめた「外国貿易統計 2019 
(Außenhandelsstatistik 2019)」から抜粋した。2018 年のドイツの主な木材・木材製品の輸
出量（金額）は、針葉樹丸太 7,671,000m3 (448,655,000€)、針葉樹製材 4,508,000m3 
(922,603,000€)、熱帯広葉樹丸太 7,833m3 (3,979,000€)、熱帯広葉樹製材 65,852m3 
(60,822,000€)、広葉樹丸太 514,605 m3 (49,616,000€)、広葉樹製材 274,014m3 (142,492,000
€)、べニア 89,617m3 (110,553,000€)、合板 1,556,000m3 (814,603,000€)、MDF504,542m3 
(224,490,000€)であった。 

図 3.3 ドイツの針葉樹丸太輸入量と主な輸入先 
 

4 ドイツ連邦統計局 https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-
Fischerei/Wald-Holz/aktuell-holzeinschlag.html;jsessionid=CDF7166EDAAF653BFC1D1F6C9D017EB8.internet722 
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図 3.4 ドイツの針葉樹製材輸入量と主な輸入先 

 

 
図 3.5 ドイツの熱帯広葉樹丸太輸入量と主な輸入先 
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図 3.6 ドイツの熱帯広葉樹製材輸入量と主な輸入先 

 

 
図 3.7 ドイツの広葉樹丸太輸入量と主な輸入先（熱帯広葉樹以外） 
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図 3.8 ドイツの広葉樹製材輸入量と主な輸入先（熱帯広葉樹以外） 

 

 
図 3.9 ドイツのべニア輸入量と主な輸入先 
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図 3.10 ドイツの合板輸入量と主な輸入先 

 

 
図 3.11 ドイツのMDF輸入量と主な輸入先 
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3-2-3 木材の輸出 
ドイツの木材・木材製品の輸出量を以下に示す。ドイツ木材貿易協会(GD Holz, 

Gesamtverband Deutscher Holzhandel e. V.)がとりまとめた「外国貿易統計 2019 
(Außenhandelsstatistik 2019)」から抜粋した。 

 
2018 年のドイツの主な木材・木材製品の輸出量（金額）は、針葉樹丸太 3,690,000m3 

(262,033,000€)、針葉樹製材 5,687,000m3 (1,117,117,000€)、針葉樹プレーナー加工材等
2,835,560m3 (775,489,000€)、広葉樹丸太（非熱帯材）1,460,156m3 (178,567,000€)、広葉樹
製材（非熱帯材）714,000m3 (324,348,000€)、合板 386,000m3 (276,647,000€)、構造用パネ
ル（配向性ストランドボード)526,638m3 (145,650,000€)、ファイバーボード（密度 0.5 g /cm³
以上）1,508,000m3 (933,608,000€)、MDF 1,557,000m3 722,191,000€)、パーティクルボー
ド等 1,897,000m3 (493,837,000€)、であった。そのうち、日本への輸出が多い製品（統計に
記載がある製品）は、針葉樹丸太 6,117m3 (1,395,000€)、針葉樹製材 29,111m3 (7,354,000
€)、広葉樹丸太（非熱帯材）7,341m3 (1,450,000€)、広葉樹製材（非熱帯材）9,046m3 (4,772,000
€)、合板 733m3 (1,778,000€)、構造用パネル（配向性ストランドボード)27,080m3 (7,709,000
€)であった。 
 

 
図 3.12 ドイツの針葉樹丸太輸出量と主な輸出先 
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図 3.13 ドイツの針葉樹製材輸出量と主な輸出先 
 

 
図 3.14 ドイツの針葉樹プレーナー加工材等輸出量と主な輸出先 
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図 3.15 ドイツの広葉樹丸太（非熱帯材）輸出量と主な輸出先 
 

 
図 3.16 ドイツの広葉樹製材（非熱帯材）輸出量と主な輸出先 
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図 3.17 ドイツの合板輸出量と主な輸出先 
 

 
図 3.18 ドイツの構造用パネル（配向性ストランドボード)輸出量と主な輸出先 
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図 3.19 ドイツのファイバーボード（密度 0.5 g /cm³以上）輸出量と主な輸出先 
 

 
図 3.20 ドイツのMDF輸出量と主な輸出先 
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図 3.21 ドイツのパーティクルボード等輸出量と主な輸出先 
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3-3 木材・木材製品の生産・流通等に関する法令等 
ドイツでは、連邦中央政府と各州政府があり、法律にも連邦法と各州法が存在する。例え

ば森林法では、連邦森林法は基本的な枠組みを提示し、各州森林法はその大枠に細かく肉付
けをしている（岸 20125）。本章では、現地調査でドイツ政府より入手した、ドイツ政府が
オーストラリア政府 6の要請で作成したドイツの木材・木材製品の合法性確認のための国別
ガイドラインの内容について説明する。これはドイツ政府の見解であると考えることがで
きるが、ドラフト段階の情報であることに留意する必要がある。本章の章立ては、ガイドラ
インに従っている。 

 
3-3-1. ドイツにおける森林伐採の規制 
伐採は森林所有者（個人、コミュニティ、企業、州、国）が実施するが委託により実施さ

れる場合もある。また、ドイツにコンセッション制度はない。 
 
土地所有権はドイツ憲法によって定められており、土地登記簿に記載されている。土地の

所有者は、他の法律に違反しない限り、土地の管理権も所有している。財産の内容及び制限
は、ドイツ連邦共和国基本法第 14 条第 1 項によって定められている。これには連邦森林法
（National Forest Act7）が含まれている。 

 
連邦森林法によれば、すべての森林所有者は「持続可能で適切な管理」の義務を負ってい

る。連邦森林法では（詳細は連邦州によって地域レベルで定められるが）、一定の規模（通
常 50ha）以上の森林管理ユニットには、定期的な(通常 10 年)森林管理計画の策定が要求さ
れている。この計画の中心項目は、AAC（年間許容伐採量、annual allowable cut）の計算と
管理である。持続可能な森林経営に関するより具体的な基準は、すべての連邦州法に盛り込
まれている。森林所有者は森林管理計画に基づき伐採することが可能で、伐採許可に関する
制度はない。所有者が計画に反し、持続可能ではない方法で管理、伐採を行うリスクはある
が、森林管理は連邦州当局によって定期的にモニタリングされており、連邦州法に違反する
場合は法的に処罰される。 

 
ドイツにおいて一般的に商業的利用が可能な樹種は保護の対象にはなっていない。自然

保護地域では、それぞれの保全状況に応じて、伐採が制限されたり禁止されたりする場合が
ある。 

5 岸修司 （2012）ドイツ林業と日本の森林 築地書館 
6 オーストラリア政府は違法な木材を排除するために、各国政府に木材生産等に関する法令等の情報（Country 

Specific Guideline）を収集し、農業・水・環境省のウェブサイトで公開している。2020年 3 月現在、9 ヵ国（カナ
ダ、フィンランド、インドネシア、イタリア、マレーシア、ニュージーランド、パプアニューギニア、韓国、ソロモ
ン諸島）の情報が掲載されているが、ドイツは未掲載であった。
https://www.agriculture.gov.au/forestry/policies/illegal-logging/importers/resources#country-specific-guidelines  

7 ドイツ連邦統計局 (https://www.gesetze-im-internet.de/bwaldg/BJNR010370975.html） 
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ドイツでは森林の 2/3 以上が、PEFC や FSC の認証基準に従って自主的に認証が取得さ
れている。2019 年のドイツにおける PEFC 認証取得面積は 7,605,843 ha で世界 9 位、Chain 
of Custodies認証件数は 1685件で、フランスに次いで世界２位となっている(PEFC 20198)。
一方、FSC認証の取得は 55 件、1,354,634 ha で、Chain of Custody認証件数は 2239 件で
ある(FSC 20199)。PEFC認証と FSC認証が重複しているエリアは 2018 年時点で 7,605,843 
ha である(FSC/PEFC 201910)。そのため、ドイツの森林の管理は、森林認証が要求する項
目によって実施されているともいえる。 

 
 

3-3-2 ドイツの木材製品の合法性を特定するための情報 
ドイツにおける前項に記載した森林・木材関連の法的要件は、連邦州(Bundesländer)の森

林・自然保護当局の責任で管理されていることが保証されているため、ドイツ産の木材・木
材製品はすべて合法的な製品として分類することができる。国内における木材伐採に関す
る各連邦州の森林当局の責任ある監督は、EU木材規則（EUTR）に関する義務も考慮に入
れている。これらの監督の結果は、EUTR の実施に関するドイツの欧州委員会（EC）への
報告に統合される。 

 
既存の法律では、ドイツのすべての森林所有者は、木材伐採に関する検証可能な文書を保

持していなければならないと規定されている。ドイツ国内の木材伐採に関する疑問や懸念
に対しては、該当する地域それぞれの森林管理当局に問い合わせることで、文書の入手が可
能である。 

 
EU 加盟国および EU 域外の国からドイツに輸入される木材・木材製品の貿易および加工

に関しては、EU 木材規則(EUTR)とドイツの国内法「違法に伐採された木材の商取引を防
止するための法律（木材流通―保安法：Bundesgesetz gegen den Handel des illegal 
geschlagenen Holzes, HolzSiG）11」がある（詳細については 3-4 参照）。 

 
 

3-3-3 ドイツで製造された木材製品の合法性を特定するための情報 
EU 木材規則は 2013 年 5月に「違法に伐採された木材の商取引を防止するための法律（木

8 PEFC (2019) PEFC Global Statistics Data: September 2019. https://storage.googleapis.com/pefc-
platform/pefc.org/media/2019-11/0ba68126-ac39-4cb4-96a9-94dfa4bceb25/8d6332be-8422-5a05-82e9-
d58c111e005e.pdf 

9 FSC (2019) FSC Facts & Figures. https://fsc.org/sites/fsc.org/files/2019-10/Facts_and_Figures_2019-10-11_0.pdf 
10 FSC/PEFC (2019) DOUBLE CERTIFICATION FSC and PEFC – ESTIMATIONS FOR MID 2018. 

https://storage.googleapis.com/pefc-platform/pefc.org/media/2019-04/baecf2a2-144e-4c47-a24b-
7a5df7ba2a24/bc3a2d7d-78d4-5863-b11c-d363da8ec380.pdf 

11 3-5-1 を参照 
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材流通―保安法：Bundesgesetz gegen den Handel des illegal geschlagenen Holzes, HolzSiG）」
としてドイツの法律に反映され、違法に伐採された木材や木材製品を EU 市場に入れるこ
とを禁止している。EU 市場に初めて木材製品を販売する事業者には、「デューデリジェン
スシステム」の実施が求められる。デューデリジェンスの概念の中核は、事業者がリスクの
管理（情報収集、リスク評価、リスク低減）を実施することである。これは、EU 木材規則
の対象となる製品群の付属書に記載されているすべての製品について、合法性を証明し、サ
プライチェーンの透明性を提供する義務を負う。木材を原料とした製品がすでに EU 市場
で販売されている場合、関係業者や加工業者はサプライヤーや顧客の記録を 5 年間保存し
なければならない。ドイツでは、連邦農業食料機関(Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung: BLE)が、EUTR の管轄官庁として活動している。ドイツ市場または EU市場に
出すドイツ国産材（木材ベースの製品加工に使用されるものを含む）も HolzSiG の要件の
対象となっている。国内森林所有者も、デューデリジェンスを実施する義務があり、該当の
連邦州の政府機関がドイツ国産材の EUTR の管轄官庁として管理を行っている（詳細につ
いては 3-4参照）。ドイツ政府の見解として、EUTR の下で BLE、監視団体または事業者自
身によって実施されている様々なデューデリジェンスに関する制度によって、ドイツにお
ける木材製品製造の合法性は保証されていると考えられる、としている。 

 
 

3-3-4 非政府組織からの情報 
森林認証（FSC・PEFC）によって、合法かつ持続可能な供給源からの木材及び木材製品

の原産地の証明を提供することができる。しかし EUTR では、認証は市場主導型の自発的
なツールであると認識していること、そして、事業者は森林認証の有無にかかわらずサプラ
イチェーンの透明性を提供するなどのデューデリジェンスを実施する義務があるという理
由により、EU-FLEGT ライセンス材や CITES を遵守している材のように、EUTR の「グ
リーン・レーン（デューデリジェンスを実施しなくても合法な木材とみなすこと）」として
は受け入れられていない。しかしながら、森林認証は、EUTRのデューデリジェンスシステ
ムの情報へのアクセス（EUTR 第６条(1)(b)）とリスクの評価と低減（EUTR第６条(1)(c)）
に貢献することができる。 

 
FSC-ドイツは、ドイツの FSC 認証における管理木材の、違法伐採を含む様々な懸念事項

（リスク）について、評価を実施した 12。その内容を要約すると次のとおりである。 
 違法伐採木材であるリスク：低い 
 伝統的・市民的権利を侵害して伐採された木材であるリスク：低い 
 高い保全価値が脅かされている森林で伐採された木材管理活動であるリスク：低い 

12 FSC (2011) FSC Controlled Wood Risk Assessment for Germany. https://ic.fsc.org/download.nra-for-
germany.1302.htm 
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 森林から伐採された木材が植林や非森林利用に転換されているリスク：低い 
 遺伝子組換え樹木が植えられている森林からの木材であるリスク：低い 
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3-4 EU木材規則の実施 
3-4-1 EU木材規則に関連した国内法制度と体制 
1)  EU木材規則実施のための国内法令 

EU 木材規則（EU Timber Regulation, EUTR）の国内実施法として、2 つの法律が制定さ
れている。1 つは EUTR を国内で実施するための「違法に伐採された木材の商取引を防止
するための法律（木材流通―保安法：Bundesgesetz gegen den Handel des illegal 
geschlagenen Holzes, HolzSiG）」で、2011 年 7 月に制定（最新の改正は 2015 年 8月）され
た。もう１つは、EUTRをドイツ国内で生産された木材と木材製品に適用するための「木材
流通―保安法に関する一般行政規則（Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Holzhandels-
Sicherungs-Gesetz, HolzSiGVwV）」で、2013 年 11 月に制定された。これらの法令の仮訳
を 3-5に収録した。 

 
違法に伐採された木材の商取引を防止するための法律(HolzSiG）は 10 条からなり、その

構成は表 3.1のとおりである。 
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表 3.1 違法に伐採された木材の商取引を防止するための法律 (HolzSiG)の概要 
構成 概要 
第 1 条 適用範囲と任務委
譲 

木材輸入のための FLEGT(EC 木材規則 NO.2173/2005)と第三国から
EU 域内に輸入された木材または EU の多加盟国からドイツに持ち込ま
れた木材 (EU 木材規則 NO.995/2010)を対象とし、連邦食料農業省が
管轄官庁である。 
国産材については州法によって定められた各管轄官庁が責任を負う。 

第 2 条 侵害権限 管轄官庁は有効な FLEGT 認可システムに反している、違法に伐採さ
れた木材を出荷しているという違法行為を突き止めるために管轄官庁
は必要な措置（市場参加者のデューデリジェンスの実施、木材・木材
製品の検査、差し押さえ等）を講じる。 
管轄官庁は、疑わしいかどうかにかかわらず、木材・木材製品のサン
プルを採取しチューネン研究所で検査する。 

第 3 条 税関の協力 管轄官庁の監視に税関が協力する。 
第 4 条 データ交換 管轄官庁、税関当局は情報を共有できる。 
第 5 条 法規命令制定権 連邦食料・農業省は監視に関する規則を定めることができる。 
第 6 条 情報提供義務、容
認義務、告発義務 

管轄官庁からの要請があった場合は必要な情報を提供しなければなら
ない。 

第 7 条 罰金規定 5 万ユーロ以下の罰金：FLEGT・EUTR に反している、EUTR で要求
される記録文書が保管されていない、デューデリジェンスを実施しな
い等 
2 万ユーロ以下の罰金：情報を提示しない、担当職員に協力しない等 

第 8 条 罰則 1 年以下の自由刑または罰金刑：私利私欲のための故意による
FLEGT・EUTR 違反 

第 9 条 押収 刑法、秩序違反法により罰金・罰則に関連する物品を押収することが
できる。 

第 10 条 施行 交付の翌日から施行。 

 
2) EUTR 実施のための執行体制 
(1) 管轄官庁 

HolzSiGによって、連邦行政機関である連邦食糧・農業・消費者保護省(Bundesministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft: BMEL)が、この法律の施行に責任を負っていることが
明記され、EUTRに関連した政策法案作成を行っている。EUTR に関連した施策の実施は、
BMEL の下部組織である連邦農業食料機関 (Bundesanstalt für Landwirtschaft und 
Ernährung: BLE)が BMEL の責任の範囲内で行うことになっており、EUTR の管轄官庁と
して登録されているが 13、輸入木材に関する監督のみを担当している。国産材については、
州法によって定められた各管轄官庁が責任を負うことが規定されているが、EC に対しては

13 欧州委員会(2019) Nominated Competent Authorities For implementation of the Regulation EU 995/20101 (EUTR). 
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/LIST%20of%20CAs%20(EUTR)%20-%20updated%2008JAN2019.pd
f 
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報告されていない 14。EUTR の国産材への適用は、後述する。 
 

(2) 税関の協力 
HolzSiG には、EUTR の実施のために税関が協力することが規定されている。税関から

CA である BLE には、EUTR に関わる HS コードのすべての貨物のリストが共有される。
そこには、貨物の詳細情報である原産国(country of origin)、サプライヤーと事業者の名称
と住所、製品情報（HS コード、詳細、材積、価格）、市場に入った日時（Date of placing on 
the market）が含まれている。BLEはこの情報をもとに検査を計画し実施している。 

 
BLE によると、税関の協力については HolzSiG に明記されているが、実際には他の法規

の改正等が必要であり、税関からの情報が得られるようになるための法的根拠が整備され、
実際に情報が共有されるまでには、HolzSiG 制定からしばらく時間がかかったとのことで
ある。 

 
(3) 研究機関の協力 

HolzSiG 第 2 条では、木材・木材製品の検査において、BMEL の下部組織の連邦研究機
関であるチューネン研究所（Thünen Institut）が協力することを規定している。BLE は検
査の際にサンプルを採取し、チューネン研究所に分析を依頼する。 

 
(4)  監視団体 

EUTR では、欧州委員会（EC）が関係する加盟国と協議の上、監視団体（Monitoring 
Organization, MO）の認定を行い、各国の所轄官庁が、自らの管轄権内で活動する MO を
定期的（2 年に 1 度）に検査することが定められている(EU 木材規則 NO.995/2010、No. 
607/2012)。しかしながら、HolzSiG には、監視団体に関連する具体的な規則は記されてい
ない。EC のウェブサイトで公開されている 2019 年３月付けの情報 15では、ドイツに本拠
地を置く監視団体は 2機関である。詳細は 3-4-2に記載する。 

 
(5) EUTR の国産材への適用 

HolzSiG 第 1 条には、国産材は州法によって定められた各管轄官庁が責任を負うことが
規定されている。州法で定められた管轄官庁が、HolzSiG に基づきドイツ国内で統一的な監
視を行うために、木材流通―保安法に関する一般行政規則（HolzSiGVwV）が、2013 年 11
月 25 日に制定された。監視の対象となる市場参加者は、ドイツ国内で木材を伐採し国内市
場に初めて流通させる森林所有者と小規模個人木材購買者（立木のまま木材を購入し自分

14 ドイツは国産材に関する EUTRに基づく監督について EC に報告を行っていない。 
15 欧州委員会(2019) List of recognized MOs. 

https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/List%20of%20recognised%20MOs%20for%20web%20updated%2006
MAR19.pdf 
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で伐採する）であり、監視のための一般原則として、HolzSiG の規定に加えて連邦と州の森
林法、自然保護法に従うことが明記されている。HolzSiGVwV で特徴的なのは、以下の記述
である。 

 
監視実施の必要性及び範囲を判断する際、特に留意しなくてはならないのはリスクの程

度がどのくらいかということである。すなわち、ドイツ連邦共和国の領土内で伐採された木
材、各州の管轄官庁が担当する地域で伐採された木材が、違法であるリスクをどの程度はら
んでいるのかを見極める必要がある。“リスクがある”と決定する際に留意しなくてはならな
い点は、特定の市場参加者が過去にどのくらいの頻度で、特定の州やある州の特定の地域、
特定の種類の木材を違法に伐採していたか、有効であると認定済みの規則、少なくとも EU
実施規則NO.607/2012 第 4条、またはそれに準ずる第三者によって精査済みの規則が認め
ている森林地域で伐採されたのか、である。それらの点を鑑みて調査しなくてはならない。
特定の市場参加者たちが、特定の国や地域で、特定の種類の木材を繰り返し違法に伐採して
いることを当局が突き止めた場合、リスク上昇に比例して、監視体制をさらに強化しなくて
はならない（第 3節(2)）。 

 
また、市場参加者は下記の情報を 5 年間保管することが求められている。 
第 5節(2) 
1. 商号、製品の種類、流通している木材の種類を含む記述。流通している木材の種類

の名称が明確ではない場合は、これらに追加して、木材の種類の学名を記述しなくてはなら
ない。 

2. 伐採が行われた国とその国内のどの州、どの地域で行われたかの記述。 
3. 体積、重量、製品単位の数を含む分量に関する記述。 
4. その木材が納入された購買者の名前と住所に関する記述。 
5. その木材が現在効力を有する法規に適合していることを明示する正式文書、また

はそれを明示するその他の証明書。 
 
そして、連邦州の管轄官庁はそれを監視する必要がある。 
 
第 5節(2) 続き 
市場参加者が提出する略式記述を手掛かりにして、とりわけ電子的形態で発行された請

求書、配達証明書等もチェックしなくてはならない。提出された情報だけでなく、とりわけ
どの森林で、いつその木材が伐採されたのかを突き止めなくてはならない。チェックの結果、
それぞれの森林所有者や小規模個人木材購買者によって上市された木材に関して、管轄官
庁が追加的調査を行わない場合、その木材は合法的に伐採されたものと見なされる。 
市場参加者が提出する略式記述を手掛かりにして、とりわけ電子的形態で発行された請

求書、配達証明書等もチェックしなくてはならない。提出された情報だけでなく、とりわけ
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どの森林で、いつその木材が伐採されたのかを突き止めなくてはならない。チェックの結果、
それぞれの森林所有者や小規模個人木材購買者によって上市された木材に関して、管轄官
庁が追加的調査を行わない場合、その木材は合法的に伐採されたものと見なされる。 

 
さらに、HolzSiGVwV には次のような記述がある。 
 
第 5節(5) 
市場参加者がドイツ連邦共和国内の土地で自己の責任において木材を伐採した場合、伐

採の際、その市場参加者が木材伐採に関するすべての法令を遵守していると自分自身で判
断できていると確認することができれば、リスク評価手続き、リスク軽減手続きを適用した
調査は必須ではない。 

 
以上の事から、ドイツにおける国産材の EUTR の適用は次のように理解することができ

るだろう 16。 
 ドイツ国産材については、森林所有者等が木材を伐採した場合、森林所有者の義務で

ある「持続可能で適切な管理」に基づき（3-3 参照）、法令を遵守して伐採をしてい
る場合は、デューデリジェンスシステムの完全な実施（リスク評価とリスクの低減）
は必須とされていない。 

 森林所有者は第 5 節(2)に示された 5 つの情報を文書化し、5 年間保存しなければな
らない。これは特別新しく必要となる情報ではないと考えられる。 

 HolzSiGVwV は、連邦州の管轄当局が森林所有者の保存する情報の信ぴょう性を確
認し、必要であれば追加的な調査をすることを監視として求めているが、それと同時
に、「監視実施の必要性及び範囲を判断する際、特に留意しなくてはならないのはリ
スクの程度がどのくらいか」と明記している。ドイツ政府は、国内に違法伐採のリス
クはほとんどないという見解であり 、NGO の評価も同様である（NEPcon 201817）。
上述した規則とこのリスクの認識によって現状では、各州の CA は EUTR の対応の
ために追加的な監視等を行う必要性はなく、将来リスクが懸念された場合には対応
するという状況である（BLE インタビューに基づく）。平成 28年度に実施されたノ
ルトライン・ヴェストファーレン州における調査でも、同州の CA は EUTR に関す
るルーチン的な監視は行っていないと報告されている 18。CAは半年に一度 EUTRの
実施状況を EC に報告しているが、ドイツの CAは国産材の検査に関する情報は報告

16 本事業では、ドイツの輸入材に対する EUTRの適用について焦点を当てて調査を行ったため、国産材に対する
EUTR の適用の実態について連邦州に設置された CA の訪問等は実施していないため、収集できた事実から推察でき
ることとして提示する。 

17 NEPcon, 2018. Timber Legality Assessment Germany. https://www.nepcon.org/sites/default/files/NEPCon-
TIMBER-Germany-Risk-Assessment-EN-V1.1.pdf 

18 林野庁平成 28 年度「クリーンウッド法」体制整備等事業 海外現地調査報告書 
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していない（UNEP-WCMC 201919）。 
 結果としてドイツでは、国産材は、既存の森林管理、生産、流通等に関する連邦法と

連邦州法を遵守していれば、EUTR 対応として特別な作業（事業者のデューデリジ
ェンスシステムの実施や CA の監視等）を実施することなく、EUTR に基づいた合
法性が確保された（違法な木材であるリスクが無視できる）木材とされ EU 市場に流
通していると考えられる。 

 
 

3-4-2. EU木材規則の実施 
EUTR の実施の現状を調査するために、ドイツの管轄官庁と監視団体にインタビュー調

査を行った。以下は、引用が明記されていない限り、インタビューに基づく情報である。 
 

1) 管轄官庁 
ドイツにおける EUTR の管轄官庁（Competent Authority: CA）は、連邦農業食料機関

(Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung: BLE)が登録されている 20。BLEは、農
業、漁業、食料、健康にかかわる消費者保護を行う機関で、農作物の品質ラベル表示の監視、
検査等を実施している。本部はボン、支部はハンブルグ、ワイマール、ミュンヘンにあり、
職員数は約 1,200 人である。EUTR の監視については、ボン本部の 6 名の職員が専任で行
っている。事業者（オペレーター）の立ち入り検査では、事業者の所在地を担当する支部の
職員が検査を行い、その後収集した必要書類と検査レポートがボン本部の専任職員に送付
され、最終的な判断が行われる。 

 
ドイツは、EU の中で EUTR のなかで検査実施数が多い国の１つである。2018 年 7月～

12月の下半期では、実施した総検査数は 105 件（そのうちデスクレビュー11 件、オンサイ
ト（訪問）による書類検査 30 件、オンサイトによる書類と製品の検査 64 件）で、ルーマ
ニアとイタリアに次ぐ検査数となっている（UNEP-WCMC 201921）。2019 年は、年間 250
件の検査を計画しており、本調査での訪問時の 9 月の時点で予定通りほぼ半分の検査を完
了していた。 

 
(1) 検査対象 

BLE が実施する検査の対象は、EUTR で定められた、輸入木材・木材製品を EU の市場

19 UNEP-WCMC (2019) Overview of Competent Authority EU Timber Regulation checks, July-December 2018. 
Statistics of checks performed by EU Member States and EEA countries to enforce the implementation of the EU 
Timber Regulation. UNEP-WCMC, Cambridge, UK. 
https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/UNEP%20WCMC%202019%20Overview%20of%20CA%20checks%2
0July-December%202018%20FINAL.pdf 

20 輸入された木材・木材製品を対象としていることに留意。 
21 UNEP-WCMC (2019), 再掲 
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に最初に出荷する事業者（オペレーター）に該当するものうち、ドイツに所在を置く事業者
である。BLE は欧州委員会（EC）に対し、ドイツの事業者数は約 25,000 と報告している
（UNEP-WCMC 201922）。HolzSiG の施行当初、ドイツでは事業者数を把握するために、
事業者に該当する企業に自主的な登録を求め、約 1,000 社の登録があった 23。その後、税関
からのデータ共有によって、事業者数は 25,000 社であることが判明した。EUTR における
事業者が誰なのかという点については議論があったが、現在では EU の税関申請フォーム
（Single administrative document (SAD)）24の 8番のフィールドの「荷受人（Consignee）」
に明記されている者が事業者に該当するという共通認識ができている。ドイツに所在を置
く荷受人であれば、BLE が監督する対象と認識される。荷受人に輸入代理業者が記入され
ている場合もあるが、その場合は代理業者に問い合わせをし、その貨物を実際に受け取って
いる者を追跡している。また、荷受人は自己消費のために輸入を行った個人である場合もあ
るが、これも事業者とみなされている。しかし、BLE はこのような個人は積極的に検査を
行う対象とみなしてはいない。 

 
検査の対象となる事業者は、税関から共有されるデータを活用して選定されている。前項

ですでに述べたように、HolzSiG に基づき、税関から BLE には、EUTR に関わる HS コー
ドのすべての貨物のリストが四半期ごとに共有される。そこには、原産国、サプライヤーと
事業者の名称と住所、製品情報（HSコード、詳細、量、価格）、市場に入った日時が含まれ
ている。 

 
BLE は税関から提供されるデータを使って様々な分析を行い検査の実施に活用している。

例えば図 3.22 に示すように、事業者が輸入した荷口の価格の分布や、輸入量当たりの平均
価格を分析することで、次のようなドイツの現状を明らかにすることができる。 
 木材を輸入した事業者数は、2019年上半期にのべ 30,000以上ある。 
 全事業者のうち 90%は 25,000 ユーロ以下の少額の輸入である 
 木材輸入総額の 82%は 450 社の事業者（事業者総数の 1.4％）によって輸入されてい

る 
 輸入額の大きい事業者は単価の高い製品を扱っている 
 

22 UNEP-WCMC (2019), 再掲 
23 前述の通り、税関の協力が実際に実施されるまで時間がかかり、その間は自主的な登録を求めた。 
24 欧州委員会ウェブサイト

http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/sad_text_en.xls 
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図 3.22 2019 年上半期の事業者数と輸入量当たり平均価格 （CA提供データ） 

 
 
この分析を踏まえ、BLE は、効率性を考慮し、輸入金額の大きい事業者を優先的に検査

対象にするアプローチを取っている。輸入金額の大きい事業者によってドイツの木材のほ
とんどが輸入されおり、そのような業者は単価の高い製品を扱っており、そのような製品は
リスクが高いと想定されるからである。BLEは 2019年上半期までに、事業者のうち輸入金
額上位 200 社はすでに一度は検査を実施していた。ただ、輸入金額の多い事業者のうち、
リスクが低いと考えられる国（例えば米国）からの輸入のみを行っている事業者も存在し、
逆に、輸入額の小さな会社でもリスクの高い国から輸入をしている事業者もあるので、この
アプローチだけで対応はできないと認識している。そのため、次項で述べるリスクベースの
アプローチを組み合わせて活用している。 

 
BLE は、EUTR の取引業者（トレーダー）については現在検査を行っていない。EUTR

は、取引業者に製品のタイプ、量、サプライヤー名と取引先名等を 5年間確認できる状態に
しておくことを求めているが、これらの情報は商法や会計制度などのドイツの法制度に準
じて企業経営を行う場合に当然求められる記録とその保管の規則でカバーされているため、
あえて特別な検査を行う必要はないという認識であった。 

 
(2) リスクベースのアプローチによる検査対象の選定 

EUTR 第 10 条で、管轄官庁の検査はリスクベースアプローチで行われることになってい
る。BLE は、輸入量が多い原産国のリストを作成し、輸入量上位 20 か国から違法伐採リス
クの高い国を毎年数か国選び、その年の検査のターゲットとする国を決定する。違法伐採リ
スクの高さは、主に腐敗認識指数(CPI)等を使用して評価している。毎年のターゲット国の

19498

5177

2431
825 958 627 893 175 240 20 9

0

200

400

600

800

1000

1200

0

5000

10000

15000

20000

事業者数 輸入量当たりの平均価格（1000ユーロ/t）

輸入金額クラス（ユーロ）

43



選定は、検査の効率性や効果の観点だけでなく、検査員がターゲット国の法制度やリスクに
ついて事前に勉強できるという点でも重要となっている。 

 
また、BLE の最近の計画では、事業者の検査を年間 250 件実施することとしているが、

その半分はこれまで検査を行っていない事業者を対象にするように配慮している。ドイツ
の 2018 年の検査対象の判断基準は、リスクが高い原産国、家具業界（EUTR の実施が十分
でないとみなされたため）、フォローアップ検査が必要な事業者であった（UNEP-WCMC 
201925）。 

 
(3) 検査の内容 

EUTR によって、事業者は、違法に伐採された木材・木材製品を輸入するリスクが無視で
きることを確認するために、デューディリジェンスシステム（DDS）を実行することが求
められている。BLEは、EUTR の規則と欧州委員会の EUTR に関するガイダンス文書に基
づき、事業者が EUTRの要求事項を満たしたDDSを実行しているか、木材輸入の際にDDS
を使用して必要な書類を収集し、分析し、リスクが無視できることを判断しているかを検査
する。EUTR によれば、DDS には情報、リスクアセスメント、リスクの低減の 3 要素があ
り、これらについて BLEが検査する内容は表 3.2 のとおりである。 

 
表 3.2 DDS の各要素について BLE が検査する内容 

DDSの要素 BLEの検査内容 
情報 下記の情報を収集しているか？ 

製品タイプ、樹種、伐採国、量、サプライヤーと取引業者の名称と住
所、適用される法規に適合しているかを示す書類や情報 

リスクアセスメント 下記を分析し、リスクが無視できるかどうかを確認しているか？ 
伐採国の違法伐採リスク、該当樹種の違法伐採リスク、原産国の武力紛
争、木材輸出入に関する該当国に対する制裁措置の有無、サプライチェ
ーンの複雑さ 

リスク低減 リスクが無視できない場合、下記を実施しているか？ 
独立した第三者機関の検証スキームの利用、独自の現地調査の実施、木
材（樹種、伐採地（国レベルまたはコンセッションレベル、個体）の特
定のために科学的手法の利用 

 
HolzSiG では、違法性が疑わしいケースかどうかにかかわらず、製品のサンプルを採取

し、チューネン研究所で分析することが求められている。BLE は、科学的分析（組織学的
分析、遺伝学的分析）も検査で積極的に活用している。 

 

25 UNEP-WCMC (2019), 再掲 
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