
 

⑥ 森林再生物資の取引に関する法律（Lag om handel med skogsodlingsmaterial） 
森林再生物質とは、樹木の種子、植物及び苗木の一部をいい 45、森林再生物資の取引に

関する法律は、森林再生物資の生産、市場取引及び輸入に適用される 46。欧州において
は、生産に適した在来樹種の種子や苗木の管理が重要視され、各国で管理された種子や苗
木は、「森林再生物資」として近隣国間で広汎に取引されている。 

 

この法律は、森林再生物資を管理する植物生産検査センターの運営及び業者登録制
度、森林再生物資の生産、森林再生物資の市場取引、監督官庁、検査及び監督、行政処分
並びに罰則などを定めた雑則により構成されている。 

 

（２）丸太生産に係る法的手続き 
① 森林所有者登記及び森林計画の策定 
フィンランドの森林面積の半分を上回る個人有林の平均所有期間は約 20 年で、年間約

１万 5,000 件の森林の変更登記がなされている。新たに森林を所有する者は、所有権を確
定するために国土測量局に森林所有者の登記を行う。登記の内容は、国土測量局が運営す
る財産登記システムで管理している 47。 

 

国土測量局に登記をした森林所有者は、森林計画（10 か年計画）を作成しなければなら
ない 48。フィンランドにおいて森林計画とは、単一または複数の林地区画における木材資
源、林地の状況、価値管理方法及び利用形態に係る最新の計画をいう 49。多くの個人有林
の森林計画の策定は、林業センターが行っている森林調査の結果を元に林業センターが計
画案を森林所有者に提示し、必要に応じて森林所有者はこの案に立木の状態、土壌の変化
その他の林業センターの森林調査で明らかにされていない森林の状態または森林所有者
の森林経営の意向を推奨事項に盛り込む方法で行われている 50。 

 

森林法では、森林計画に含まれる施業は、計画策定時点で有効な森林の管理及び利用の
規定に基づかなくてはならないと定めている 51。さらに、共有林は共有林法 52、森林組合

45 森林再生物資の取引に関する法律第３条。 
46 森林再生物資の取引に関する法律第１条。 
47 林業センターウェブサイト（https://www.metsakeskus.fi/）。 
48 森林法の森林計画の規定は、同法第４a 条。農林省が策定する国家森林計画の規定は同法第 26 条第１項、フィン
ランド林業センターが策定する地域森林計画の規定は同条第２項。 
49 森林法第４a 条第 1 項。 
50 フィンランド農林省担当官による説明。 
51 森林法第４a 条第２項。 
52 共有林法（Yhteismetsälaki）の森林計画の策定に係る規定は、同法第 31 条。 
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有林は森林組合法 53、フィンランド正教会有林はフィンランド正教会規則 54がそれぞれ規
定する森林計画の要件を満たす必要がある 55。 

 

林業センターは森林計画の内容を審査し、承認したときに林業センターが運営する森
林情報システムに森林計画の情報を入力して管理する。森林計画は、10 年に一度見直し
を行う 56。フィンランドでは、国土測量局への登記と林業センターによる森林計画の承認
がないと、林業活動が行えない仕組みが構築されている。  

53 森林組合法（Laki metsänhoitoyhdistyksistä）の森林計画の策定に係る規定は、同法第 10 条第 1 項第 1 号。 
54 フィンランド正教会規則（Ortodoksisen kirkon kirkkojärjestys）の森林計画策定に係る規定は、同規則第 117 条。 
55 森林法第４a 条第３項。 
56 林業センターウェブサイト（https://www.metsakeskus.fi/） 
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私有林を対象にした林業センターの森林調査では、リモートセンシング調査、航空写真
調査及び踏査により毎年約 150 万 ha の森林を対象として森林資源情報の取得を行う。具
体的な調査内容は、森林面積、森林資源量、樹齢及び資源生長量である。森林調査が完了
している森林の面積は私有林の 92％に達しているため、林業センターは 2020 年までに全
ての私有林の調査を完了する予定である。さらに林業センターは、同一地域へのリモート
センシング調査の頻度について、これまで 10 年に１回の実施を目安としていたが、2020
年からは６年に１回実施するものとし、精度の向上をはかる予定である。 

 

なお、現在、リモートセンシング調査と踏査によるデータの誤差はおしなべて少ないが、
混交林及び複層林については一斉林と比較して誤差が出やすいので、林業センターは測定
方法の改善をはかる予定である 57。 

 

② 施業の実施と森林利用宣言書 
森林所有者または正当な権限を与えられた当事者が胸高直径 13 ㎝以上の立木の伐採を

行うときは、林業センターに森林利用宣言書を提出しなければならない。森林利用宣言書
の提出期間は、施業実施予定日の３年前から 10 日前までである 58。 

 

森林利用宣言書への記載内容は、所有者または経営者並びに伐採件所有者の氏名及び連
絡先、施業対象地の詳細な所在地、地籍番号、地図番号、面積の他、次の箇条書きに掲げ
た施業の内容であり、一枚の様式で６か所の林班の利用宣言ができる（図 6.3）。 

 
 伐採の目的（間伐、更新伐、特例伐採、土地利用変更または被災地復旧の別）。 
 特に重要な環境対象。 
 森林法第 11 条から第 16 条の規定を充足した 0.3ha 以上の皆伐 59。 
 土壌の種類（緑豊かな新鮮な土壌、湿潤な起伏地、鉱物地または泥炭地の別）。 
 実施方法（皆伐、天然更新、天然萌芽更新、列状伐採またはその他の別）。 
 現存する再生樹種（マツ、スプルース、シルバーバーチ、カバまたはその他の別）。 
 更新方法（天然更新、播種または植林の別）。 
 地掻方法（地掻、馬橇、盛土または不要の別）。 
 その他の施業（除伐、除草、枯葉除去、火入れまたは水路の別）。 

 保育伐の実施方法（間伐、択伐または小径木伐採の別）。 
 

57 林業センター提供資料及び林業センター担当職員による説明。 
58 森林法第 14 条第１項。 
59 「0.3ha 以上」とは、森林法第５a 条の規定が定める皆伐の最大面積（0.3ha）の意。 
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森林利用宣言書の様式は、林業センターのウェブサイトから pdf 形式のファイルでダウ
ンロードできる。森林所有者は、この様式に所有者または経営者及び伐採権所持者の氏名
及び連絡先とともに林班別の施業内容を記入して林業センターに提出する。林業センター
への森林利用宣言書の提出は郵送でも可能であるが、ウェブサイトからダウンロードした
pdf 形式の森林利用宣言書の様式のファイルは、ファイルを閉じると自動的にインターネ
ットを経由して林業センターに送信される仕組みになっている。2016 年及び 2017 年の
二か年平均で、林業センターには年間約 12 万件の森林利用宣言書の提出があった 60。 

 

森林所有者から森林利用宣言書を受け取った林業センターは、森林利用宣言書の内容を
審査する。審査は書類審査と現地確認によって構成される。 

 
書類審査は、森林利用宣言書で施業の宣言があった林班の登記内容、森林計画及び施業

履歴並びに森林資源状況が主な対象で、森林利用宣言書記載事項の整合性と宣言された施
業の妥当性に焦点をあてている。書類審査では、林業センターの森林情報システムのデー
タベースに蓄積されたデジタルデータも利用する。ただし、林業センターによれば 2018
年にこのデジタルデータだけで書類審査が完了した森林利用宣言書は、全体の約 10％で
あった。林業センターは、デジタルデータを利用した書類審査の割合を高めるべくデータ
の整備をすすめている最中であるが、全ての森林利用宣言書の書類審査がデジタルデータ
を使って完了するようになるまでには、しばらく時間がかかりそうである。 

 
現地確認について林業センターは、森林利用宣言書提出件数の１％以上を対象とする方

針を持っている。この割合の内訳は、伐採前に行う確認件数が 0.2％以上、伐採後に行う
ものは 0.8％以上である。現地確認対象の選定は、「リスク分析に基づく選定」（Risk Analyses 

Based Approach）により保護林、重要な動植物生息地またはこれらのバッファーゾーン（緩
衝地帯）の隣接地で行われる伐採を優先している。林業センターは、この条件に該当する
森林利用宣言書の事案について、伐採前に現地で正確な境界確定その他の保護地域の保全
確保状況を確認するとともに、伐採後も再造林の達成を確認する 61。林業センターは、年
間約 1,200 件から約 1,500 件の現地確認を行っている 62。 

 

  

60 林業センター提供資料。 
61 林業センター担当職員による説明。 
62 林業センター提供資料。 
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林業センターは、森林利用宣言書に記載された施業または実施されている施業が森林法
に抵触すると疑う合理的な理由があるときまたは森林利用宣言書に記載された主伐後の
稚樹の生育が見込めない合理的な理由があるときは、土地保有者または伐採権所有者と協
議して是正に努める。土地保有者または伐採権所有者は、林業センターにこの協議の結果
修正した是正計画書を提出する。しかし、この協議が不調に終わり、かつ、計画されたま
たは実施されている施業が森林法に違反していると疑う合理的な理由があるときは、食料
局 63が林業センターの提言を受けて、その施業の無期限または有限の禁止命令を発するこ
とができる。林業センターの提言を受けた食料局が禁止命令を発するときは、過料法に基
づく過料通知を添えて命令書を発する。食料局は、禁止命令の根拠が消滅したときに命令
を取り消す 64。 

 
なお、病虫害または風害その他の立木の大きな損傷に対応するための伐採は、伐採対

象立木が重要生物生息域に存在するときを除き、森林宣言書の提出を要さない。ただし、
伐採または損傷木もしくは枯死木の回収を行うときは、事前に林業センターに立木被害が
あった範囲を示さなければならない 65。 

 
さらに、自家消費目的の伐採その他の次表に掲げた伐採については、森林利用宣言書

の提出を要さない 66。 
 
 
 
 
 
森林所有者は年間で１万ユーロを超える木材の売上が見込まれるときは、伐採を行う

前に付加価値税納税者登録をしなければならない。フィンランドでは、一次生産者に付加
価値税の納付義務がある。 

 

伐採については、森林法では伐採は残存木の育成及び伐採区域外の環境に悪影響をも
たらさない方法で実施すること、林分育成条件の悪化につながる地形への影響を回避する
ことが定められ、伐採による林分への悪影響、立木の損害及び地形への影響の判定は関連

63 この業務は、EU 及びフィンランドの補助金を管理していた地方行政庁（Finland Agency for Rural Affair）が所管
していたが、2018 年に地方行政庁と食品安全庁（Finish Food Safety Authority）の統合が行われ、統合した機関の
名称は食料局（Finish Food Authority）と定めた。二つの機関が統合したものの、地方行政庁内にあった組織は変
更することなく食料局に組み込まれている。 

64 森林法第 16 条。図 6.2 では、通常の行政手続を明確にするために、この事項の手続きを省略している。 
65 森林法第 14 条第５項。 
66 森林法第 14 条第２項。 
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規則で定めると規定している 67。 

 

森林所有者は、森林利用宣言書により実施した施業が完了したときに森林利用報告書
を林業センターに提出する。林業センターが施業後に行う現地確認は、森林利用報告書の
提出を受けて実施する。 

 
林業センターは、審査の結果、森林利用宣言書の内容に問題がない場合または森林利用

宣言書の不適合部分の是正がなされた場合、伐採の内容を森林情報システムに入力し管理
する。 

 

さらに前述のように再造林は、土地所有者に課された義務であり、伐採後、必ず実施
しなければならない 68。 
 
 
6-3-2 国産材丸太の合法性証明方法 
フィンランドの国産材丸太の合法性を証明する書類は、林業センターが受理した森林利

用宣言書と検量士が作成した検量報告書または検量通知書である。施業の合法性は森林利
用宣言書により、その施業において生産された木材の合法性を確認するための量は検量報
告書または検量通知書により確認できる。 

 
林業センターは上記の森林利用宣言書の審査が完了すると、同宣言書の右上の欄に受理

番号を入れて森林所有者に書類を送付する。林業センターの受理番号が記載された森林利
用宣言書は、行政機関が発行している合法的な伐採を証明する唯一の書類である。 
工場検量報告書は、国産の丸太、伐根、枝その他の未加工木材の検量方法、機器及び検

量結果通知の手順を定めている木材検量法 69に基づき、資格者である検量士が工場に入荷
した木材の検寸・検量結果を、図 6.4 に示した様式により同法の運用を管轄するフィンラ
ンド天然資源研究所（以下、「天然資源研究所」という。）に報告するものである 70。 

 
一般の取引で交わされる検量に係る書類（検量通知書）は、工場の検量士が計測した検

量結果を工場が「受領書」に記載して検量当事者に通知している。この検量通知書には定
められた様式が存在しないが、記載されている検量結果は図 6.4 の様式で作成した工場検
量報告書の内容と整合していなければならない。 

67 森林法第６条。 
68 森林法第５a 条第 1 項の規定は、主伐をするときは林分の更新を担保しなければならないと定め、第 9 条第 1 項の
規定は、土地所有者は本法第８条の規定が定める更新義務を履行しなければならないと定めている。 

69 Laki puttavaran mittauksesta（404/2013）、(括弧内の数字は法令番号)。 
70 木材検量法第 22 条。 
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なお、工場の検量士は、検量を行う前に天然資源研究所に検量場所を特定する情報を登

録しなければならない。この情報には、次の事項が含まれる 71。 
 工場の検量士の氏名、連絡先及び検量を行う場所。 
 検量現場で使用する測定方法と測定機器。 
 検量を開始する時間。 
 検量結果の使用目的（輸送、作業または契約）。

71 木材検量法第 34 条。 

217



 

218



 

219



 
 

220



 
 

 

221



工場検量報告書の 1 頁目の連絡先欄には、検量実施者及び検量現場を特定する情報を
記載する。同欄の「サンプリング検量現場所在地」はサンプリング検量を行う場合、検量
現場所在地を記載する。同頁の報告事項欄は、検量開始日時及び検量完了日時の他、天然
資源研究所の登録している情報を変更する必要が生じたときの変更内容を記入するための
ものである。 

 
具体的な検量結果は、木材の用途別輸送手段別検量方法別検量単位別検量結果の使用目

的別数量として工場検量報告書の 2 頁目に記載する。 
 
工場での検量は、天然資源研究所の公認検量士によるモニタリング検査により精度の維

持がはかられている。モニタリング検査で検出されたエラーは、公認検量士が工場の検量
士に一定期間内で是正を求める定めになっている 72。 

 
一般的な丸太の生産及び取引においては、林産企業を含む森林所有者は自伐または素材

生産業者への委託により丸太を生産している。丸太の検量は、フィンランドで一般的に使
用しているハーベスタで自動的に行える。森林所有者は、ハーベスタで検量した数値と後
日販売先の工場で検量した結果を照合して取引量を確認している。 

 
なお、木材検量法では、検量当事者間で検量結果に疑義が生じたときには、公認検量士

による再検量または誤差や疑義の原因究明の方法が定められている 73。 
 
 
6-3-3 丸太の輸送に係る法令等 
フィンランドでは、伐採が森林法に基づき実施された場合、生産された木材は持続可

能性の原則に合致しているとみなしている 74。森林法では伐採を「樹木の伐倒及び処理区
域からの山土場への搬出をいう」と定義している 75。すなわち、生産された丸太の山土場
までの搬出は伐採行為であるため、通常の丸太搬出は前述の森林利用宣言書を林業センタ
ーに提出して承認を得てから行われる。 

 
この他の丸太の移動に係る規制または制限としては、木材・木材製品の市場投入に関

する法律で定められている販売禁止措置がある。これは、デューデリジェンスシステムを
備えずに木材や木材製品を販売したときまたはデューデリジェンスシステムに重大な不備

72 木材検量法第 40 条。 
73 木材検量法第 27 条-第 33 条。 
74 『木材及び木材製品の市場投入に関する法律及び刑法第 48a 条改正案』（“Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 

metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta”） （HE 75/2013）、2013 年、第 4.3 項。 
75 森林法第２a 条第 1 項。 
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が検出されたときに、食料局が是正命令を発したにもかかわらず是正措置がとられなかっ
たときに執行される措置である 76。国産材については森林法を遵守していればデューデリ
ジェンスを実施しているとみなされているので、この販売禁止措置は輸入材を取扱う業者
を対象としている。 

 
 

6-3-4 森林認証システムの活用状況 
（１）森林管理認証 
フィンランドの森林管理認証面積は、FSC 認証が 162 万 3,311ha77、PEFC 認証は

1,808 万 2,222ha78である。フィンランドの森林面積（約 2,280 万 ha）の内、FSC は
７％、PEFC は 79％の森林を認証していることになる。2018 年中頃の少し古いデータで
はあるが、FSC と PEFC が発表している両スキームの認証を重複して取得している森林
は、フィンランドに 158 万 1,434ha 存在する。この重複面積が変わらないと仮定して計
算すると、フィンランドの約８割の森林が森林管理認証を取得していることになる。 

 
森林管理認証取得事業者

数は、FSC 認証が 16 件、
PEFC 認証は９件である。
フィンランドの木材生産の
担い手は、民間が主体で、
個人所有者も積極的に森林
認証にグループ認証のメン
バーとして参加しているほ
か、国際的な林産企業も系
列企業とグループを形成し
てグループ認証を取得して
いる。林産企業の認証取得
事業者の中には、複数の認
証グループに所属している
ものがある。 

 
森林管理認証については、私有林所有者を組織化して広大な面積の森林の認証を実現し

ている。その代表格が持続可能な森林協会（Kestävän Metsätalouden Yhdistysry）である。こ

76 木材・木材製品の市場投入に関する法律第９条。 
77 FSC, ”Fact & Figures”, October 11, 2019. 
78 PEFC, “PEFC Global Statistics”, September 2019. 
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の協会は、地域別に５つの認証グループを組織し、森林所有者に PEFC 認証への参加を呼
びかけ、現在では 1,300 万 ha 以上、フィンランドの PEFC 認証面積の 73％にあたる森林
で認証を取得している 79。 
 
（２）CoC 認証 

CoC 認証取得事業者数は、FSC 認証が 291 件、PEFC 認証は 399 件である 80。CoC
認証もグループ認証の率が高く、認証取得事業者数に占めるグループ認証参加事業者の割
合は、FSC 認証が 53％、PEFC 認証は 47％とほぼ半数を占めている。CoC のグループ認
証は、同一企業の複数の事業所により形成している場合が多い。 

 
CoC 認証によるトレーサビリティは、同じスキームの CoC 認証を取得した事業所間

で成立する。しかし、バイヤーが CoC 認証を取得していなくても、合法性証明のための
バイヤーの要求により、CoC 認証を取得しているシッパーが認証番号を記入したインボ
イスその他の貿易関係書類を提供しているケースがみられる。 
 
（３）森林認証システムの活用状況 
フィンランドは欧州屈指の林産物の生産国であり輸出国である。フィンランドの林産企

業はかねてより顧客の国の林産物の規格に合わせて製品を生産して出荷するとともに、製
品の品質確認を輸出先企業で定期的に行い、輸出先の要望を積極的に受け入れて輸出市場
の維持、拡大に努めてきた。 

 
1990 年代に入ってからフィンランドの林産企業は、経営の標準化をはかって競争力を

つける目的で、さらに社会的に企業の環境対応への関心が高まったことから自社の環境対
応を客観的に積極的にアピールするために、先駆的に ISO9001 及び ISO14001 並びに森
林認証の導入をはかってきた。 

 
本項では森林認証システムの活用状況の事例として、フィンランドの代表的な国際林産

物企業である大手三社を対象に、これらの企業が公表している年次報告書記載内容に基づ
き報告する。これらの企業では保有生産林の全てで森林管理認証を取得しているととも
に、取扱っている全ての林産物は認証材または FSC 認証のコントロールドウッド材もし
くは PEFC 認証のコントロールドソース材である。 
 
①  A社の事例 
Ａ社の 2018 年の販売額は 104 億 8,300 万ユーロで、販売額の 62％は欧州向け、20％

はアジア向け、12％は北米向けであった。同社はグループ企業で、山林経営の他、紙・

79 http://kestavametsa.fi/ 
80 2019 年 11 月 29 日現在。 
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パルプ、木材製品、木質バイオ製品及びバイオディーゼルオイルを製造し、自社で発電し
た電気の販売（売電）も行っている。 

 
A 社は、保有する国内外の全ての森林で森林管理認証をグループ認証として取得してい

る。同社は持続可能な森林経営の維持を宣言しており、第三者認証である森林認証材を持
続可能な合法的産地からの調達である証明のツールとして用い、調達している全ての木材
を CoC により管理している。 

 
同社は FSC 認証のグループ認証を促進する方針で、フィンランド国内における FSC 森

林管理認証取得面積は約 40 万 ha に達している。A 社の 2018 年末の森林保有面積は 97
万 1,000ha で、フィンランドに 51 万 2,000ha、米国に７万 6,000ha、ウルグアイに 25 万
8,000ha（人工林）の森林を所有している他、ウルグアイに 12 万 5,000ha のリース林を保
有している。2018 年のこれらの森林における木材生産量は、約 460 万㎥であった。 

 
さらに A 社の木材取扱量に占める森林認証材の割合は 81％で、残りの 19％は FSC 認

証のコントロールドウッド材または PEFC 認証のコントロールドソース材である。 
2018 年に A 社は原料として原木を 2,760 万㎥、パルプを 190 万ｔ、古紙を 250 万ｔ使

用し、木材製品を 280 万㎥、紙・板紙を 910 万ｔ、パルプを 350 万ｔ出荷している。 
 
②  B 社の事例 

B 社は木材製品の他、紙、板紙、パルプ及び梱包用資材の生産を行っており、紙部門で
は欧州第２位の規模を誇っている。2018 年の販売総額は 104 億 8,600 万ユーロで、国別
販売額は、欧州が 73％を占め、ドイツ（販売総額の 13％）及びスウェーデン（同 10％）
での販売額が高くなっている。2018 年の欧州以外の地域での販売額は中国（同９％）が
多く、日本向け販売額は２億 8,500 万ユーロであった。 

 
B 社は国内外に 93 万 3,000ha の森林を所有し、その 96％にあたる全ての生産林で森林

管理認証を取得している。 
 
2018 年のＢ社の木材入荷量（丸太、チップ及び鋸屑）は 3,870 万㎥で、購入しているパ

ルプとともに全量が森林認証材または FSC 認証のコントロールドウッド材もしくは
PEFC のコントロールドソース材である。木材入荷量の 89％は社有林を中心とした天然
更新林を含む人工林、11％は人工造林地（植林地）が供給源になっている。同社は、工場
に入荷する全ての丸太、チップ、鋸屑及び購買パルプを持続可能な供給源から取得する方
針を実行している。これを確実にするツールとして ISO14001 及び森林認証の CoC を活
用して森林経営サイクルを構成する各部分の持続性を保証している。 
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さらにＢ社は認証材の安定的な獲得のために、同社に木材を供給しうる森林所有者の森
林管理認証取得の支援を行ってきた。フィンランド国内では、私有林所有者の FSC 森林管
理認証取得を支援した結果、2018 年には同社に FSC 認証材を供給した私有林所有者は 20
件から 135 件に増加し、これらの森林所有者が所有する認証林面積は 4,000ha から３万 ha
にまで拡大している。 

 
このような活動はＢ社がロシアに保有する森林でも行われ、2018 年に同社は WWF ロ

シアの協力を得てフィンランドと接しているカレリア地方において、FSC の森林管理認証
を取得しているグループを集めてトレーニングを行うとともに、FSC の森林管理認証のグ
ループにＢ社のリース林を組み込んでいる。 

 
さらに、Ｂ社はブラジルに１万 6,000ha のユーカリ人工林を含む３万 8,000ha の森林を

所有しており、この森林は FSC 及び PEFC の森林管理認証を取得している。フィンラン
ドがブラジルから輸入しているパルプは、この森林から生産された木材をＢ社とブラジル
の製紙企業が共同出資しているパルプ工場で加工したユーカリパルプである。 

 
B 社は、2018 年に原料として原木を 351 万㎥、チップ及び鋸屑を 60 万㎥、古紙及び購

買パルプを 280 万ｔ使用し、木材製品を 509 万 5,000 ㎥、紙・板紙を 459 万 1,000ｔ、パ
ルプを 201 万 7,000ｔ生産している。 

 
③  C社の事例 

C 社は、フィンランド国内の約 10 万 3,000 人の森林所有者（所有面積は私有林面積の
約半分）がオーナーになっている企業の子会社である。 

 
C 社は５つの企業で構成されるグループ会社で、山林事業から木材製品、パルプ、紙類

の生産までを行っている。 
 
C 社の主な木材供給者はフィンランド国内の森林所有者であり、木材の集荷はトレーダ

ーを介して毎年約３万 5,000 件の森林所有者から行っている。C 社は使用している原料が
持続可能な経営の下で生産されている事実を重要視しており、森林認証はそれを保証する
システムとして活用している。2018 年に同社が取り扱った 3,640 万㎥の木材は全て持続
的に管理されトレーサビリティが可能なものであり、この内の 88％は FSC または PEFC
による認証材である。Ｃ社の森林管理部門は、認証材の安定供給のために森林所有者に森
林認証の取得を促しており、2018 年末までに 7,580 人の森林所有者が C 社の専門家を通
じて PEFC の森林管理認証をグループ認証として取得している。 

 
C 社の 2018 年の販売額は、57 億ユーロであった。2018 年に C 社は原料として原木を
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2,586 万 4,000 ㎥、パルプを 17 万ｔ、古紙を 38 万 4,000ｔ使って、木材製品を 262 万
6,000 ㎥、パルプを 443 万 5,000ｔ、板紙を 186 万 6,000ｔ、ティッシュペーパーを 60 万
9,000ｔ、耐油紙を４万 6,000ｔ、バイオ製品を 12 万 3,000ｔ生産している。 
  

227




