
平成28年度林野庁委託事業「クリーンウッド」利用促進事業のうち生産国情報収集事業

現地調査結果報告会

FLEGT-VPAと
インドネシア木材合法性保証システム（TLAS）の概要



世界の木材規制

地球・人間環境フォーラム・坂本有希氏 バイオマス産業社会ネットワーク第160回研究会（2016年8月24日）プレゼン資料より抜粋

消費国側によるデュー・ディリジェンス（またはデュー・ケア）の罰則付き義務化というグローバル・スタンダード：
100%合法と言い切ることは不可能という前提のもと、世間や自分が納得できるリスクレベルかどうか

→客観的な手段を用いてリスクを評価・低減し、最後に輸入の是非について主観的な判断を下すことが求められる

日本（2017）、韓国（2018）…
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EU FLEGT-VPAとその参加国
FLEGT-VPA：森林法施行・ガバナンス・貿易行動計画における自主的二国間合意

対EU二国間の政府当局による合法性を保証する制度（TLAS）の構築

→FLEGTライセンスによりデュー・ディリジェンスの義務を免除

European Forest Instituteウェブサイトより転載・作成

導入中： インドネシア（発行済み・世界初/現在唯一） ガーナ、カメルーン、コンゴ共和国、中央アフリカ共和国、リベリア

交渉中： ベトナム、マレーシア、ラオス、タイ コートジボワール、コンゴ民主主義共和国、ガボン ガイアナ、ホンデュラス

議論開始： 中国、ロシア、ブラジル →熱帯材の生産国だけでなく、北洋材（ロシア）や加工貿易国（中国）も対象として連携
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FLEGT-VPAにおけるDDSの要求項目

合法的な伐採権

・土地所有権
・コンセッション・ライセンス
・森林計画・伐採計画
・伐採許可

納税と使用料支払
・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

伐採施業

・林業（木材伐採）規則
・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
・FPIC（自由で事前の十分な情報に基づく同意）
・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
・税関規則
・CITES（ワシントン条約）
・デューディリジェンス／デューケア

日本製紙連合会「平成27年度海外植林におけるナショナルリスクアセスメント手法の開発報告書」より抜粋・改編
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→本調査の基本的枠組み（ＴＬＡＳ構築国（インドネシア、マレーシア）については例外）
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分野別の丸太生産量

合計 産業造林

分野別の丸太生産量

天然林コンセッション

天然林コンセッションと産業造林のユニット数・面積

天然林コンセッション 産業造林

出典：IGES公開セミナー「インドネシアの森林管理政策・制度の現状と課題」資料より作成
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木材一次産品
（上段1,000US$ 下段1,000㎥）

木材ニ次産品
（1,000US$）

出典：ITTO Biennial review and assessment of the world timber situation 2015-2016から作成

インドネシアからの木材製品輸出額

種類 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

木製家具 1,559,464 1,788,878 1,557,752 1,496,664 1,399,154

木製建築資材 315,786 330,434 341,399 355,271 341,802

モールディング 568,160 510,495 616,508 613,754 557,015

籐・タケ製品 361,473 305,168 255,554 155,293 155,293注

その他 462,894 697,811 862,335 864,752 857,928
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インドネシアからの木材製品輸出額上位10か国
(1,000US$)

日本のインドネシアからの木材製品輸入額
（億円）

出典：インドネシアSILK  WEB siteのデータから作成 出典：林野庁 木材輸入実績から作成
注1）輸入統計品目表第44類（木材およびその製品並びに木炭）の合計であり、
表中の丸太以下集成材までの合計ではない。
注2）合板の欄の下段は、木材製品に占める合板の占める率である。



PT. 提供資料より転載

国産材（国有林）の運用イメージ①

登録・書類発行システム
SIPUHH（単木登録）

SIMPONI（ライセンス支払管理）
SKSHHK（運送許可）

RPPBI（加工取扱許可）
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PT. 提供資料より転載・改編

国産材（国有林）の運用イメージ②

RPPBI
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インドネシアTLASの書類体系
・納税領収書

・丸太一覧

・輸送状 ・輸送状

・インベントリー報告書 ・丸太一覧 ・木材収支報告書 ・木材収支報告書

・年間作業計画書 ・伐採報告書 ・合法木材証明書 ・合法木材証明書

伐採地

（国有林）
山土場 貯木場 中間貯木場

輸入着地 中継所１ 第一次加工地 第二次加工地 輸出発地

・輸入許可証 ・木材収支報告書 ・木材収支報告書 中継所３ ・原材料収支報告書 輸出業者 ・輸出ライセンス

・通関手続き書類 ・加工木材収支報告書 ・加工木材収支報告書 ・加工木材収支報告書 ・輸出申告書

・輸送状 ・輸送状 ・輸送状 ・輸送状 ・輸送状 ・輸送状 ・通関手続き書類

・供給者による適合性表明 ・合法木材証明書 ・合法木材証明書 ・合法木材証明書 ・合法木材証明書 ・合法木材証明書

・供給者による適合性表明

（全木材が輸入、木材合法性証

明された森林あるいは管理権を

有する国営企業からの木材の場

合）

・供給者による適合性表明

（全て私有林からの木材の場合）

・タリーシート

・供給者による適合性表明

（全ての加工材が輸入の場合）

・供給者による適合性表明

（全ての加工材が私有林か

らの場合）

・タリーシート

伐採地

（民有林）
山土場 中継地２

・土地権利書 ・丸太一覧 ・木材/加工木材収支報告書

・輸送状 ・輸送状

・合法木材証明書
・合法木材証明書あるいは供給者に

よる適合性表明

・供給者による適合性表明

国産材（国有林）

輸入材

国産材（民有林）

・原則として全てオンラインベースで登録・書類発行
・ただし、輸入材及び国産材（民有林）は、輸入・購入段階で、
供給者による自己申告と購入者によるＤＤをベースとしている
・また、国産材（民有林）は事業規模（年間取扱量または投資額）
により未だに登録・書類発行方法がオンラインでない（紙媒体）

林業省SILK Web site 「Official Journal of the Europian Union(15.7.2015)」から作成 10



インドネシアTLASの組織体系

指名

指名と監督

監視 独立監視機関

申請

適合性評価機関認定証 認定

認証機関(LVLK)

発行

合法木材認証(S-LK) or

持続的森林管理認証(S-PHPL)
審査 申請

輸出

   妥当性確認

申請

被験者

 

環境林業省

国家認定委員会（KAN)

適合性評価機関

(独立審査認証機関LP-VI)

V-Legal 書類/

FLEGT-ライセンス

インドネシア環境林業省提供資料より作成
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V-legalドキュメントの配付体系

インドネシア環境林業省提供資料より作成

V-Legal

Document-6、7

林業省ライセンス

情報室

(SILKｵﾝﾗｲﾝを運用)

V-Legal

Document-6

V-Legal

Document-4

V-Legal

Document-１

INATRADE
(通商省オンラインシステム)

V-Legal

Document-2

V-Legal

Document-1,2,3,5

INSW
税関オンラインシステム

V-Legal

Document-7

V-Legal

Document-5

V-Legal

Document-1,2,3

V-Legal

Document-3

LVLKは１件当たり７枚綴りのV-Legalドキュメントを発行し、関係者はそれぞれ次の番号のコピーを持つこととなる。

１：輸入国の関係機関

２：輸入国税関

３：輸入業者

４：LVLK自体

５：輸出業者

６：イ国林業省ライセンス情報室(SILKオンラインを通じて配布）

７：イ国税関(SILKオンラインを通じて配布）

注）図中の二重線はSILKオンラインを示す。

相手国輸入業者

輸入国税関

輸入国関係機関

LVLK
V-Legal Documentの発行

7枚

イ国輸出業者

V-legalとFLEGTライセンスの違い
オンライン再確認はMoUが必要
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V-legalの使用例：日本製紙連合会のDDS

日本製紙連合会「平成27年度海外植林におけるナショナルリスクアセスメント手法の開発報告書」より抜粋

FLEGT材≒V-legal材
オーストラリア及びカナダの両政府も国別ガイドラインを制定
V-legalをDDの要求基準を満たす方法として承認済み
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ＳＶＬＫ/Ｖ－ＬＥＧＡＬについての留意点
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V-Legalドキュメントのオンライン発行システムの運用は、
今の時点では大規模事業者が主体であること。

小規模事業者はグループ（組合化）による登録も可能。
供給者確認書（DKP）は地方行政が主管となっており、
全てが中央で管理されている訳ではないこと。

V-Legalドキュメントの確認をSILKオンラインで行うため
にはイ国とMoUを締結することが必要なこと。




