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1序論

持続可能な森林経営というコンセプトは、 環境面、 社会面、 経済面の目標を包含するコン

セプトである。 環境についての意識が世界的に高まるにつれ、 持続可能性への期待も増大

している。 持続可能な林業は1992年の地球サミットで世界的な注目を集め、 その後、 カナ

ダは他の国々と同様に措置を講じ、 カナダ森林大臣協議会およびモントリオール ・ プロセ

スを通じて指標を確立した。 これらの指標は、 国際的に認められたコンテキストの中で持

続可能な森林経営のためのプロセスを策定し、 実績を監視するメカニズムを政府と産業に

提供するものだった。

カナダは合法的かっ持続可能な方法で伐採された林産品の信頼できる調達先としての評判

を確立している（カナダ森林大臣協議会）。 法制化、 順守の監視、 世界的に尊重されてい

る指標に照らした政策の高度な評価、 リ ーダーシップ、 専門家の活用を包括する広範で厳

重な森林経営の体制がこのような評判を獲得したことに寄与している。 これにより高度な

説明責任を有する強力な体制が実現した。 カナダの森林経営のための政策や施業が世界で

最も厳重なものであることは複数の報告や研究によって確認されている（Cash ore and

McDermott）。

カナダの森林経営業務の健全性は、 第三者認証によって実証されている。 カナダは他のど

の国よりも独立機関によって認証されている土地が多い（カナダ森林大臣協議会）。

また、 これらの政策や実務が施行されているこの国は、 疑わしい丸太供給の発生率が無視

できるほど低い。 カナダは法を尊重する国であり、 汚職の発生率は一貫して低い（トラン

スペアレンシー ・インタ ーナショナノレ）。 さらには、 どの地域においても、 違法伐採が行

なわれる危険はほとんどない（CCFM）。

カナダは持続可能性に向けた国際的な努力に積極的に参加しており、 モントリオール ・ プ

ロセスに発足当初から参加し、 国連持続可能な開発委員会や絶滅のおそれのある野生動植

物の種の国際取引に関する条約（CITES）に加盟しているほか、 さまざまな取り組みに参

力日している。
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2カナダの森林セクタ ー

カナダは世界で2番目に大きな国であり、 その国土面積の4割を森林が占めている。 この4害｜！

とは3億9730万ヘクタ ールで、 世界の森林被覆の1害rjに相当する（モントリオーノレ・プロセ

ス）。 カナダの国土は、 草原から温帯林、 寒帯森林、 極地ツンドラまでと非常に変化に富

んでおり、 I再生可能資源と豊かで強力な生態系を有する国jと評されている（天然資源

省）。 原生林の森林被覆の9割以上は維持され、 保護地域のネットワ ークは拡大しつつある

（カナダ森林大臣協議会）。

2.1カナダ林野部
カナダ林野部（CFS）は、 連邦政府機関である天然資源省に属し、 カナダの森林セクタ ー

を国内外で代弁している。 CFSは「持続可能な森林に根ざした革新的で世界的に競争力の

ある森林セクタ ー」を支援している（天然資源省）。

CFSの役割には、 ファ ースト・ネーション、 イヌイット、 メティの人々のカナダ経済への

参加の促進、 カナダ森林産業の国際市場での機会の増大、 新興の資源基盤がもたらす経済

機会を生かす地域社会レベルのパートナーシップの促進、 研究開発や科学技術分野の活動

および先進技術への投資の支援、 カナダ
P

の紙ノ＇＼／レプ産業の環境パフォ ー マンスを向上させ

る努力が含まれている（天然資源省）。

CFSはカナダ森林大臣協議会によって策定された持続可能性指標を使用してカナダにおけ

る持続可能な森林経営の評価と測定を行なっている。 これらの指標は持続可能な森林経営

にかかわる法令を補完するよう考案されている（「カナダの森林の状況（The State of 

Canada’

S Forests）」）。

2.2カナダ森林大臣協議会
1985年、 カナダ森林大臣協議会（CCFM）が創設された。 これは連邦および州、｜と準州｜の政

府の森林を管轄する14人の大臣からなるチー ムで、 森林にかかわる分野に協力して当たっ

ている（CCFM）。

協議会は諸問題に協調して取り組み、 カナダの森林の監督および持続可能な管理の方向性

を定めている。 この方向性は、 森林経営のための一連の基準・指標（付録Aに記載された基

準・指標の枠組み）に則っている。 46の指標は、 森林の価値に基づいている。 その価値と

は、 生物学的多様性、 生態系の状態と生産性、 世界的な生態循環における役割、 経済的・

杜会的便益、 社会の責任である。 これらの指標はモントリオーノレ・プロセスおよびへ／レシ

ンキ・プロセス1 に準拠している。

策定されて以来、 これらの指標は、 第三者認証の基準となる指標として採用され、 全国で

政策策定や改定と業務の指針として利用されている。

CCFMが発行した「2008年以降のカナダの森林のためのビジョン（A Vision for Canada’s 

Forests: 2008 and Beyond）」には、 カナダにおける持続可能な森林経営を実現するための

1 へル 、ンンキ・プロセスについては、 この報告書では詳述していない。 詳細に

ついては（http://helsinkiproc即時 fi）を参照されたい。
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長期の戦略的展望が記されている。 このビジョンは、 森林セクターの変革と気候変動に重

点を置き、 セクター全体を持続可能性と成功へと導くものである。

2.3モントリオール ・ プロセス
カナダはモントリオール ・ プロセスに発足当初から参加している。 これは持続可能な森林

経営と国際的に合意された基準 ・ 指標の確立のための国際的な取り組みである。

現在、 アルゼンチン、 オーストラリア、 カナダ、 チリ、 中国、 日本、 韓国、 メキシコ、 ニ

ュ ー ジ ー ランド、 ロシア連邦、 米国、 ウノレグ
P

アイの12カ国が参加している。

参加国は持続可能な森林経営を推進するために協力し、 環境、 社会、 経済、 政策にかかわ

る条件を包含する7つの基準と54の量的質的指標を策定した（付録B「モントリオール ・ プ

ロセス基準・指標の要約」に記載）。 これらの基準 ・ 指標は、 参加国が森林経営の進捗を

説明、 監視、 評価、 報告するための測定基準と、 世界的に認められる持続可能な森林経営

の定義を提供する。 これらはまた、 法律および認証基準を策定するための基礎となってい

る（モントリオール ・ プロセス）。

2.4森林法体系
カナダは州と中央政府からなる連邦国家である。 カナダ全国で施行される法律を制定する

連邦議会がオタワにあり、 地域のガパナンスのための議会が各州｜および準州に設けられて

いる。

連邦政府と地域政府の両方において、 法令は「法律（legislation）」または「法令

(Acts) Jと呼ばれている。 連邦議会または州 ・ 準州の議会で法案が可決されると、 その

法令は同じ問題にかかわるコモン ・ ロー（慣習法）や判例に取って代わる（司法省）。

カナダの憲法の下では、 連邦および州・準州の政府はそれぞれ林地の管理のために果たす

べき役割が特定されている。 連邦政府は、 国の経済、 貿易、 国際関係、 固有地、 公園、 憲

法および条約によって定められた責任を管轄する。 一方、 州 ・ 準州は、 森林資源の保護と

管理を担う（カナダ森林大臣協議会）。

林業関連のガパナンスの大部分は、小｜、ほ準州が管轄している。 ただし、 魚漁法、 渡り鳥保

護法、 絶滅危倶種法など、 すべての州、｜と準州に適用される連邦法もある。 2つの州における森

林経営にかかわる法的要件については、 「3.1アルバータ州における森林経営 jと「3.2ブ

リテイツ 、ンュ ・ コロンピア州における森林経営」に詳述されている。 森林経営にかかわる法

律は付録Cfこ列記されている。

CCFMおよびモントリオール ・ プロセスの持続可能性指標は、 法体制の形成と、 一般市民

の意見の聴取やファ ースト ・ ネ ーションとの協議に役立てられている。

2.5森林経営認証
「独立機関によって認証された森林経営の計画および業務は、 責任を表明し、 企業が合法

的かっ持続可能な方法で、世界的に認められた基準に従って運営されていることを保証す

るj （天然資源省）。

カナダの厳重な法体制は、 自主的な森林経営認証によって補完されている。 カナダでは1億

5300万ヘクタールの森林が認証されている（2013年）。 これは独立機関によって認証され
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た森林の面積としては世界最大で、 世界中で認証されている森林面積の4害ljを占めている

（カナダ林産品協会）。 今日、 伐採が行なわれている森林の大部分は、 持続可能な林業イ

ニシアティブ（SFI : Sustainable Forestry Initiative）、 森林管理協議会（FSC : Forest

Stewardship Council)、 カナダ規格協会（CSA : Canadian Standards Association）という

国際的に認知された3つの森林経営フ
o

ログラムのいずれかによって認証されている。

これらの認証プログラムは、 要件、 組織統括、 基準の策定の面で多少の差異があるが、 い

ずれも持続可能な森林経営の基盤として世界中で認められている原則を推進している。 カ

ナダにおいて使用されている独立した森林認証システムのうちの主要なものは、 第三者の

認証団体による監査を要する。 これらの認証団体は、 アメリカ規格協会（ANSI : American

National Standards Institute）、 米国適合性認定機関（ANAB : ANSI-ASQ National

Accreditation Board）、 カナダ規格審議会（SCC : Standards Council of Canada）などの

認知された基準を採用し、 パフォ ー マンスの計画と報告において公的な役割を果たしてい

る（ナチュラリー ・ウッド）。

森林経営の認証は、 多くの場合、 加工 ・ 流通過程の管理の認証によって補完されている。

これらの基準は持続可能な方法で管理された森林から得られた製品が認証を受けていない

材料や違法に調達された材料と混ざっていないことを保証する。 これは世界中の顧客に対

する保証に不可欠な要素ではあるが、 カナダでは木材の違法な調達や持続可能でない方法

での調達の危険はほとんどない（CCFM）。

2.5.1カナダ規格協会（CSA)

CSAは1919年に創設され、 安全性認証から消費者標準まで多数のセクタ ーと製品にかかわ

る3000以上の基準を有している。 CSAが策定した森林経営の基準「SFM Standard Z804 or 

Z809」は、 標準化政策委員会および森林経営専門委員会が策定し、 カナダの国家的基準体

制（カナダ規格審議会）が公認したもので、 森林認証フ
。
ログラム（PEFC : Programme for

the Endorsement of Forest Certification）が支持している（CSA SFMユーザー ・ グ
、
ルー

ブ
。

） 0 

2.5.2森林管理協議会（FSC)

森林管理協議会は1998年に発足し、 「FSCインタ ーナショナル」の下で運営されている。

FSCの森林経営のための基準は地域によって異なるが、 いずれも環境面において適切で、

社会的に有益であり、 経済面でも実行可能な世界の森林管理を支持している。 基準は委員

会または作業部会によって策定される（FSCカナダ）。

2.5.3持続可能な林業イニシアティプ（SFI)

SFIは北米全土における持続可能な森林経営を推進し、 世界中の繊維の調達について責任を

担っている。 SFI ST 2010・2014基準はPEFCによって承認され、 持続可能な森林経営を促進

する原則や措置に基づいており、 あらゆる森林の価値を考慮に入れ、 繊維調達の要件も含

んでいる。 この基準は森林専門員、 環境保護活動家、 科学者などによって策定されてい
る。 この基準はまた、 一般市民による審査の過程も通過している（持続可能な林業イニシ

アティブ）。

2.6順守・施行
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それぞれの州・準州は独自に森林にかかわる法令を施行している（詳細については「3.1 

アルバータ州における森林経営」および「3.2 ブリティッシュコロンビア州」を参照）。政

府はこのメカニズ
、

ムを通じて、 地域から運び出される木材を追跡するための検査と規制を

含め、 森林経営活動を厳重に監視している。 政府の執行官は定期的に現地点検を行ない、一

般市民の懸念や過去の法令不順守に対応して捜査を実施する。 森林関連法令に違反した場

合の罰則には、 警告、 違反切符の交付、 罰則、 懲役などが含まれる。 このように規制の順守を

監視するための厳重な監視体制が確立されているが、 カナダは汚職の発生率が非常に低

い。 世界の汚職指標におけるカナダの順位は優秀な実績の97パーセンタイノレに入ってい

る（トランスペアレンシー・ インターナショナ／レ）。

政策報告書：持続可能性とカナダ西部の木製品
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3カナダ西部の森林経営

カナダの森林産業は、 地域によって異なる。 カナダ東部は重要な紙ノ号／レプの産地でーある一

方で、 カナダ西部は木製品製造と丸太の出荷が中心的な産業となっている（天然資源省：

http://www.nrcan.gc.ca/forests/industry/13305）。 カナダの針葉樹材の7害｜｜近くはアノレバータ

州およびブリテイツ 、ンュ ・ コロンビア（BC）什｜から産出されており、 スプルース（トウ

ヒ）、 パイン（マツ）、 ファ ー（モミ）以外の木材の9割はBC州で生産されている（カナ

ダ統計局、 2012）。

アルパータチ卜比ブリティッシュ ・ コロンビアナ｜、｜の商業森林は主に政府所有（官有地）の天

然森林で、 企業や組織に免許または経営権を交付する。 経営権は、 企業、 地域社会、 ファ
ースト ・ ネーション、 私人、 その他に与えられる。

ブリティッシュ ・ コロンビアチ｜、同アノレバータ州にはいずれも森林を管轄する州の機関があ

り、 「管理森林j (BC州の場合）に指定された官有地および私有地の譲渡、 運営、 管理を

統轄している。 地域ごとに策定される州法に加えて連邦法が適用される。

3.1アルパータ州における森林経営

3.1.1背景

アノレバータ什｜はカナダのプレー リ ー3州、｜の中で最も西方にあり、 ブリテイツ 、ンュ ・ コロンピ

ア州の東側に位置している。 アルパータ州、｜の森林は寒帯混交林で、 主としてホワイトスプ

ノレース（シロトウヒ）、 ブラックスブルース（クロトウヒ）、 アスベンポプラ、 パルサム

ポプラ、 ロッジポールパイン、 ジャックパイン、 パノレサムファ 一、 ラー チ（カラマツ）に

よって占められている。 アルパータ州の製造セクター は合板、 パルプ、 木材を製造してい

る（カナダ統計局）。

アルパータ州おいては、 持続可能資源開発省（ESRD : Ministry of Environment and

Sustainable Resource Development）が森林経営を管轄している。 アノレバータ州の森林地

域は、 3500万ヘクタールの官有地を覆っている。

他十｜、川：同様に、 アルパータ州政府は官有林地をさまざまな参画者に「賃貸jしている。 ア

ルパータ州は、 公園および保護地区として確保されている900万ヘクター／レの森林を除く地

区について、 森林経営協定（2300万ヘクターノレ）、 木材譲渡（400万ヘクターノレ）など複

数の形態の経営権を設けている（SFMカナダ）。 その他に、 さまざまな小規模で、短期的な

経営権の形態が存在する。

1800万ヘクタールの森林は、 国際的に認知された森林経営認証によって認証されている

(Certification Canada）。

アノレバータ州のESRD大臣はCCFMの一員であり、 アルパータ州の森林経営のための総括的

なプロセスと規制環境はCCFMのビジョンおよび指標と合致している。 アルパータ州にお

ける森林経営に関する法令の要約は付録Cに記されている。
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3.1.2法制化された森林経営業務

アノレバー タ州は、 法律、 規制、 基準、 政策指導、 手順によって持続可能な森林経営を規制

している（SFMカナダ）。

アノレバー タ州における森林経営の指針となる重要な法令が3つある。 森林法はすべてにかか

わる重要な法律で、 森林運営の概要、 違反行為、 罰則を定めている。 公有地法はより広範

な法律で、 運営、 賃貸、 使用を含む官有地のすべての利用、 譲枝、 管理について定めてい

る。 木材管理規制はさらに詳細な内容で、 認可、 公有地使用料、 輸送、 森林再生を含む森

林経営の重要な側面について具体的に規定している。 また、 規則違反にかかわる罰則を定

めている（ESRD）。

基準は政府によって策定され、 森林法に基づいて施行される。 「計画基準」は「森林経営

計画」の構成要素を規定し、 カナダ規格協会「CAN/CSA-Z809・2002」基準をアルパー タ州

のすべての森林の計画制度として用いている。 これには一般市民の関与の推進、 第三者の

監査、 CCFMの持続可能な森林経営の実績要件が含まれている（「2.2 カナダ森林大臣協議

会」参照）。

「森林経営計画」は、 免許取得者が免許を取得した地域の林地の開発のためのプロセスの

基本となる文書で、 それによって免許取得者が経営権を持つ土地において伐採と植林を行

なう権利が与えられる。 計画は主要な法令に従って策定され、 承認された森林経営計画は

法的に執行できることが法律によって定められている。 計画は免許取得者によって作成さ

れ、 専門家が参加する政府の審査の後に承認される。 計画は10年の期間について作成、 承

認される（ESRD）。

． ． 

森林経営計画の規模と詳細な内容は、 管理地区の範囲と規模によって変わる。 計画には、

定められた期間中に伐採される林立、 伐採計画の実行方法、 予定されている森林再生手法

が記される。 免許取得者は、 木材の持続的生産を超えて持続可能な森林経営のコンセプト

を受け入れ、 その他の資源の価値や利用法を認識することを期待される。 また、 計画によ

って、 期間中の実績を測定する手法を明らかにすることを求められる（ESRD）。
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政府に中間報告や詳細な運営計画情報を提示するためのその他の計画書や報告書には、 年

間運営計画、 最終伐採計画、 総合開発計画などがある。 森林経営計画の監視については、 5

年ごとに提出することが義務づけられている管理報告書によって記録される（ESRD）。

持続可能な森林経営の具体的な構成要素は、 その他の法律、 基準、 政策指導、 政策手順に

よって規定されている。 さらに、 絶滅の危機にある野生生物など重要な価値にかかわる問

題は、 絶滅危倶種法によって連邦の管轄下に置かれている。

3.1.2.1木材の伐採率

持続可能な伐採率を維持するため、 アルパータ什｜は許容年間伐採量（AAC : Allowable 

AnnualCut）を定めている。 AACは、 特定の森林地域において持続可能な方法で伐採できる

木材の年間量である。

木材供給分析（TSA : Timber Supply Analysis）プロセスは、 「計画基準j （付録1）によ

って定められた方法論の要件に従って実行される。 TSAは承認された植生目録に基づいて

おり、 これには密集度分類、 高さ分類、 種類、 商業的情報、 原産地、 （上層および下層植

生の）総林立面積、 水分状況、 林立構造および構造的価値、 木材生産力評価、 非森林の植

生地および被覆率、 天然の非植生地、 人為的な植生地、 人為的な非植生地、 道路、 鉱坑、

パイプラインその他の開発、 伐採地などのデータが含まれる（ABCFP）。

持続可能な年間伐採量を決定するための次のステップは、 この目録に基づいて生産量予測

を立て、 現在と将来の成長を予測することである。 生産量の推定は、 政府基準（付録1「ア

ノレバータ州、｜森林経営計画基準」）に基づき、 主として産業によって行なわれる（ESRD）。

アノレバ ータ州政府は、 目録の成長予測に使用される森林成長の動向を観察するための常置

標本地（PSP : permanent sample plot)のネットワ ー クを森林地基盤に所持している。 情

報はAACのための最終的な予測を算出する木材供給モデ
、

／レに入力される。

免許取得者は、 伐採率規制を守らなければならない。 AACを1年超過することは認められる

が、 5年間の期間中に超過することは認められない（ESRD）。

3.1.2.2森林再生

アルパータ1'1'1では、 1949年の森林法以来、 森林再生が必要条件となっている。 長年にわた

る森林再生は、 伐採された木材の更新にとどまらず、 新しい知識や科学を取り入れた再生

の改良、 植え付け用の種子の備蓄、 造林の方法論へと進化している。

森林経営計画（「3.1.2法制化された森林経営業務」参照）には、 免許取得者が計画してい

る森林再生の処置が記載される。 必要な情報と構造は、 アルパータ州森林再生基準

(RSA : Reforestation Standard of Alberta）によって定められている（ESRD）。 この基準

は、 推定される、 あるいは希望される将来的な状況と照らして若い管理林立の再生状況を

測定するための手引きとツ ー／レを提供するために考案されている。 これには屋内および野

外作業の手順、 調査のタイミングと基準や手JI頃、 監視と品質保証のフ
。

ログラムなど実際的

な補助やツ ール、 再現可能・着実・単純・ 明白で、 技術に裏づけられ、 持続的な成果を生

む手順の構築、 伐採後の森林再生の成功度を評価する基準と手／I頃、 備蓄の生存と成長の適

切性、 森林経営計画で想定された生産量と照らした森林再生の実績（伐採率の持続可能性

を保証するため）、 資格を有する専門員の活用などが含まれている（ESRD）。
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3.1.3順守・施行

持続可能な森林経営を実現するためには、 これらの規制や政策が順守されるようにことが

不可欠である。 アルパータ，)'1-1政府は、 計画的または無作為の現地点検を行なっている。 法

律違反は森林法（第4部）および公有地法（第56～ 59 .9 項）によって取り締まられ、 罰金や

処罰、 追跡または是正措置の要求、 木材の没収、 木材伐採権の停止または取り消しなどの

行政処分が課される場合がある（ESRD）。

違反についての情報公開がこれらの法律によって要求されており、 行政指導 9 7・21「罰則に

関する情報公開Jに規定されている。 カナダ
、

の一般市民は持続可能性についての意識が高

く、 免許取得者が責任を負うことを求めるため、 この要件は、 罰金その他の罰則に加え

て、 さらなる抑制効果がある。

3.1.4規制を受けた森林専門員

規制制度に加えて、 さらに説明責任を高めている要素のひとつが、 登録された専門職従事

者の活用と規制である。 森林経営計画の策定のプロセスと、 その実施、 監視にたずさわる

者は、 法によって登録された専門員である。 これらの法律は、 説明責任と職業上の基準お

よび倫理の順守を確保している。

アルパータ州森林専門員協会（CAPF : College of Albe陶Professional Foresters）は、 森

林専門員規制法によって規制を受けた専門員の団体である。 同法は森林監督官および森林

技術者の両方を規制し、 「義務的登録（mandatory registration）」（森林専門員規制法第

40項）および「職名を使用する権利（right to title）」（登録森林監督官規制第1 8項および

登録森林技術者規制第15項）を与えるという手法をとっている。 これらの規制を受けた専

門員モデルの下では、 森林専門職の業務は同法によって定義され、 業務実施地域において

は会員だけが業務に就くことができる。 また、 会員だけが（規制によって定められた）職

名を肩書きに使用できる。

会員となる条件には、 学歴、 経験、 森林監督官の指導の下での一定期間の雇用、 登録試験

などが含まれる（これらの条件は「登録方針jに述べられている）。 会員となった後にも

能力を維持するための要件や機会、 訓練のプロセスがあり、 さまざまな会員分類において

会員の地位を維持するための要件が定められている。

協会の使命は、 「市民の利益を最優先し、 森林専門職の業務を規制、 促進し、 リ ーダー シ

ップを発揮することによって社会に貢献する」ことである（CAPF）。 同法によって定めら

れた倫理綱領は、 「会員は林地の生産性を維持し、 有益な森林専門職の業務を提供し、 市

民の安心感、 健康、 福祉を促進し、 職業的・個人的な健全性を保ち、 利害の対立に対処

し、 森林専門職の業務を向上させ、 機密を保持しなければならなしリとしている。

3.1.5森林認証

規制要件は、 自主的な認証によってさらに強化されている（「2.5森林経営認証」参照）

1800万ヘクタール以上の商業的森林において、 森林管理者は、 規制によって定められた義

務を果たすだけでなく、 持続可能な森林経営認証の基準を自主的に順守している（FPAC、

2013）。

認証の種類には、 275万ヘクタールを認証しているCSA ( CAN/CSA-Z804 or Z809）、 565

万ヘクタールのFSC、 1400万ヘクタールのSFIがある（FPAC）。
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3.2ブリティッシュ ・ コロンピア州の森林経営

3.2.1 背景
ブリティッシュ ・ コロンピア（BC）州は太平洋沿岸の最西端の州で、 約5500万ヘクタ ール

の森林が広がり、 内陸部ではスブルース、 パイン（マツ）、 ダグラスファ ー（ベイマ

ツ）、 パーチ（カノ〈）、 アスベン、 ラーチ（カラマツ）、 沿岸部ではへムロック、 ダグラ

スファ 一、 パルサム、 レッドシダー、 イエローシダ一、 メ ープル、 アルダー（ハンノキ）

が生育している。 BC州は91%が針葉樹林で、 カナダの針葉樹目録の半分近くを占め、 世界

最大の針葉樹材の輸出者となっている（カナダ統計局、 2011）。 BC州で生産されている主

な製品の種類は、 合板、 パルプ、 木材、 化粧板、 エネノレギ一 、 丸太である。

BC州には厳重な森林経営の規制環境があり、 多方面にわたる順守 ・ 施行と独立した監視プ

ロセスによって支持されている。 持続可能な森林経営に向けた進展は、 CCFMおよびモン
トリオール ・ プロセス持続可能性指標に従って測定され、 「ブリティッシュ ・ コロンビア

州の森林の現状（The Stateof British Columbia’S Forests）」に報告される。

BC什｜では、 森林 ・ 土地・ 天然資源管理省（FLNRO : Ministry of Forests, Lands and Natural 

Resource Operations）が森林経営の管理機関となっている。 官有地は林地基盤の95%を占

めている。 残りの5%は私有地で、 これも政府の規制を受けている（SFMカナダ）。

BC州の森林のうち1400万ヘクタ ールは、 公園や保護区（公園、 環境保護区、 保護地区）の

中にある。 これらの地域は、 BC州保護地区法、 公園法、 環境保護区法、 環境・土地利用法

によって保護地区として法的に守られている。

公有の商業林地は森林法（第3部「政府による木材の譲渡」に基づく経営権制度によりさま

ざまな企業、 地域、 ファ ースト ・ ネーション、 家族に貸借される。 権利取得者は現在の規

制要件に従って森林を管理する契約を結ぶ。

BC州は持続可能な森林経営のリーダーであり、 森林管理者は厳重な規制（付録Cに記載）

の対象となる（ナチュラリ ー・ ウッド）。 BC州において森林を担当している大臣はCCFM

の一員であり、 持続可能な森林経営のための全国的なビジョンのコンセプトや基準と合致

した森林経営を確保している。

3.2.2法制化された森林経営業務

BC州、｜における森林経営は、 法律、 規制、 政府が定めた目標、 戦略的計画を指針としてい

る。 これらの厳重な法令や政策は、 森林の保護、 保全、 持続可能な管理を実現するために

策定されている。 政策は利害関係者、 ファ ースト・ネーション、 （環境省など）他の政府

省庁と協議を行なって策定される（FLNRO）。

官有地では、 土地の使用の優先課題は、 地域社会に根ざした戦略的計画やこれら戦略の上

に構築された森林経営政策を通じて、 運営段階における環境感度、 計画、 管理、 継続的な

土地管理を考慮、して策定される。 これらの政策は、 野生生物、 レクリエ ーションと観光、
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景観、 生態系の健全性、 文化遺産、 水質および水量、 土壌、 森林再生、 伐採率など森林の

多様な価値に配慮している。

BC州の公有森林にかかわる最も重要な法令は森林法で、 経営権や伐採権の形態、 木材の識

別と追跡、 政府への納付金について定めている。 ブリテイツ 、ンュ ・ コロンビア州、｜森林法に

続いて2004年1月31日に施行された森林地域施業法は、 結果重視の政策であり、 官有地に

おける権利取得者の活動（計画立案、 道路建設、 伐採、 森林再生、 放牧など）について定

めている。 これらの法律は、 森林の価値を守り、 イノベー ションを推進し、 管理および結

果について産業に責任を課すことを目的としている（Certification Canada）。

管理の基本となる文書は森林管理計画（または植林地経営権に関する「植林地免許計

画J ) (FSP）で、 これはそれぞれの権利取得者による林地管理の法的な指針となる。 森

林管理計画は権利取得者によって作成され、 主要な森林価値にかかわる目的や目標には、

一般市民の審査や意見聴取のプロセスやファ ースト・ネ ー ションとの協議が含まれる。

捕，�：

・且－ . ’ ｜ 
ー ’

‘．
4

惨 Me
，z

より詳細な運営のレベルでは、 その他の計画や許可が必要で、 これには敷地計画、 伐採許

可、 道路許可、 インフラにかかわる借用権や免許（海上貯蔵など）、 漁業許可などが含ま

れる。

森林に覆われた住宅地や農場、 森林地域などの私有林地は、 BC州の林地のうちの300万ヘ

クタ ールを占めている（SFMカナダ）。 3分の1は管理森林として自主的に認証され、 その

場合には土地所有者は民営林地法、 民営林地規制、 民営林地審議会関連規制に従って森林

を管理することを義務づけられている（PFLA）。

私有林地にかかわる法令は、 民営林地審議会（PMFLC : Private Managed Forest Land 

Council）とし寸独立した州の機関が管轄している。 PMFLCは、 戦略的計画、 報告、 プログ

ラムの管理にたずさわり、 森林実務基準を策定、 監視し、 監査を行なっている

(PMFLC）。
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管理林地の所有者が所属する民営林地所有者協会（PFLA : Private Managed Forest 

Landowners Association）は、 この規制体制を最良管理慣行（BMP : Best Management 

Practices）によって補完している。 これらの法令とBMPは、 森林実務、 土壌保全、 水質保

護、 魚類生息環境の保護、 森林再生の指針となっている（PFLA）。

法令や政策の一部は、 公有地と民営森林の両方の森林経営業務に適用される。 環境管理

法、 森林法、 森林地域施業法、 遺産保全法、 有害生物総合管理法、 可航水域保護法、 漁業

法（連邦法）、 渡り鳥保護法、 絶滅危倶種法（連邦法）、 その他の法令が活動の内容に応

じて適用される。

持続可能な森林経営にかかわる重要な価値の保護は、 慣例の法令、 基準、 政策指導、 手順

によって規定されている。 さらに、 野生生物や魚類など重要な価値は、 絶滅危倶種法、 渡

り鳥保護法、 漁業法などによって連邦の管轄下に置かれている。

3.2.2.1木材の伐採率

BC州では、 官有地の経営権の取得者は、 木材供給分析および許容年間伐採量（AAC）を決

定するプロセスを通じて定められる伐採率を守らなければならないことが法律で定められ

ている。

木材供給審査プロセスは、 1979年以来、 法律によって義務づけられている。 独立した州の

主任森林監督官による審査は、 特定の地区における持続可能な伐採率を少なくとも10年ご

とに判定する。 これは最新のデー 夕、 慣行、 政策に基づいた詳細な分析で、 200年間の繊維

供給予測を含み、 木材以外の価値も考慮される。

持続可能な年間伐採量の判定は、 3つの重要な原則に基づいている。 将来的な伐採水準への

移行を制御することによって木材供給の混乱させることや森林の生産性を危険にさらすこ

とがあってはならない（ABCFP）。 森林法（第8項）は、 主任森林監督官によるAACの判

定に際して考慮すべきすべての要素について定めている。 これによって詳細な分析、 リス

ク評価、 専門的審査が行なわれる。 一般市民の意見も聴取され、 ファ ースト ・ネ ー ション

との協議を行なった上で行なわれる判定に際しては、 対象地区において持続可能な木材の
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生産率、 BC州への短期的・長期的な影響、 政府の経済的・社会的目標、 対象地区における

異常な感染や被害などが考慮される。

AACを判定する基準となるのは、 木材供給分析（TSA : timber supply analysis）である。

TSAは、 現在の森林目録、 水、 非森林地域、 現行の森林経営業務、 経済的状況、 地形条

件、 木材の成長および生産量、 造林業務、 火災および有害生物、 現行の伐採水準、 ファ ー

スト・ネ ー ションの利害、 条約などの分野を総合的に検討する。 木材供給分析は、 下記を

含む多数の法令および政策を指針として行なわれる（下記はABCFPから直接引用）

・ 森林地域省法：第4a、 4b、 4c項：省の目的と役割を規定。

・ 森林法第8項：許容年間伐採量（AAC）を判定するための手順を規定（判定の頻

度、 判定される条件、 考慮、すべき事柄など）。

・ 森林法第9項：AACを判定するための計画、 調査、 分析、 情報集。

・ 森林法第10項：伐採量の割り当て（特定の経営権取得者または免許取得者に供す

る）0 

・ 森林法第59項：AACの引き上げ（現時点ではこれを可能にする規制はなし、）。

・ 森林法第60～60.95、 61、 62、 63、 63.1, 68、 69、 70項：AACの抹消および引き

下げ0

・ 森林法第3.01節、 第75.01～75.07項：AACの分割（特定の種類の木材または地形の

伐採を制限）

・ 森林法第75.1～75.94項：提案された保護地区や「伐採制限JまたはAACの管理お

よび追跡について詳述。

・ 第13部169項、 175.4項：保護地区の指定や土地所有権協定の対象となっている地域

など、 指定地域にかかわる制約条件について記載（適切な場合には、 AACが引き下

げられる可能性がある）。

以上により、 権利取得者が伐採制限規制に従って守らなければならないAACが判定され

る。

3.2.2.2森林再生

健全で自由に成長する林立を時宜に即して確保することは、 BC州の公有地および私有地の

すべての伐採地域で義務づけられている。 BC州、｜の商業林においては毎年約2億本の苗木が

植えられている（林産業革新投資株式会社）。

官有地では、 森林地域施業法（第29項）により、 政府が承認した備蓄基準（森林管理計画

の一部として承認のために提出することが森林地域施業法（第16項）に定められている）

に従って免許取得者は自由成長（free growing）林立2 を確保することを義務づけられてい

る。

2 自由成長（free growing）とは新たに植えられた林立が健全に育ち、 他の植

物、 低木、 樹木との競争によって成長を妨げられない状態をしづ。
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苗木は生態学的に適切な種のものを短期的および長期的な森林の健康問題を考慮し、 木材

供給分析および森林管理計画において想定された密度または面積に一致した方法で伐採地

区に植えなければならない。 これらの備蓄基準は規制によって指定された期日までに満た

されなければならない。 大臣は森林地域施業法（第26項（5) ）に従って基準を承認または

却下できる。

権利取得者は造林の処置と目録の更新について政府に報告しなければならない（森林地域

業務規制（第86、 87、 88項））。 また、 権利取得者はすべての林立が自由成長であると

き、 政府に申告しなければならない（ABCFP）。

民営林地では、 森林再生は私有林施業規制（第16項）によって規制されている。 「すべて

の管理森林分類の土地は、 伐採後または自然擾乱によって木材が破壊された後に、 健全で

商業的に有用な林立によって再生されなければならなしリ (PFLA）。

BC州には高度に発展した森林再生および樹木改良のプログラムがある。 また、 BC州には5

つの採種園群、 2つの研究所、 樹木種子センタ ーがあり、 樹木種子センタ ーでは、 茜果、 球

果、 種子にかかわるサー ビスが提供され、 研究、 品種改良、 顧客サー ビスが行なわれてい

る（FLNRO）。

森林遺伝子資源や種子の生産は持続可能な森林経営に不可欠であり、 主任森林監督官局に

よる将来的な森林の発展のための仕事の重要な要素である。 主任森林監督官の種子利用に

関する基準は、 川｜内の種子資源を維持するための基準を規定している（FLNRO）。

知識と樹木改良技術を何十年にもわたって高め、 研究と備蓄によって、 気候変動、 遺伝的

保護、 有害生物管理など新しい科学に取り組み続けている。

3.2.3順守・施行

「順守・施行局j (C&E : Compliance a「1dEnforcement)は、 森林・土地・天然資源管理

省（FLNRO）の法執行部門として、 苦情に対処し、 無作為監査や定期監視を行ない、 資源

管理にかかわる46の法律の順守を確保している。 毎年8000件以上の視察が行なわれ、 その

活動は森林地域施業法（第6部）によって規定されている（FLNRO）。

C&Eが違反を発見した場合は、 違反の性質により、 罰金、 懲役、 経営権の取り消しなどの
罰則が科される（FLNRO）。

法施行に加えて、 森林実務審議会（FPB）は政府および産業から独立した機関として監査

を行ない、 苦情に対処し、 公的報告書を発行している。 FPBの運営委員会は、 林業の分野

で幅広い専門知識や経験を持つ専門員（専門の森林監督官、 生物学者、 会計士、 弁護士な

ど）によって構成されている。

FPBは、 森林地域施業法（第8部）に従って政府および産業の業務を監査する。 FPBはま

た、 法執行の決定や政府によって科された罰則を控訴することや独自の捜査を行なうこと

ができる（FPB）。

2004年に規制体制はBC州森林業務規定法によって定められた規定に基づく管理体制から森

林地域施業法によって定められた成果に基づく体制へと移行した。 体制の変革によって資

源の価値が効果的に守られるようにするため、 森林地域評価プログラム（FREP : Forest 

and Range Evaluation Program）が策定された。
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FREPは、 FLNROが環境省と提携して率いている政府プログラムで、 ［管理目標を実現す

る上での森林地域関連法令の効果を評価し、 森林地域施業が政府の目標を実現しているか

どうかを判断し、 生物学的機能および社会的価値（景観および文化遺産）に重点を置き、

森林地域資源の価値の状況や傾向を特定し、 BC州の森林地域施業、 政策、 法律の継続的な

改善の機会を特定すること」を目標としている（FREP）。

私有地の規制は、 （森林防火法など
、

特定の法律については）C&E／こ加えて、 管理森林プロ

グラムを通じて民営林地審議会（PMFLC）によって行なわれている。 PMFLCは独立した什｜

の機関で、 森林経営基準の策定と監視を行ない、 民営林地法（第2部）に従って民営林地の

監査と施行を管轄している。

3.2.4規制を受けた森林専門員

1947年以来、 BC州では森林専門職の業務は規制を受けており、 これによって森林経営のた

めの規制制度の説明責任が強化されている。

BC州、｜森林専門員協会（ABCFP : Association of BC Forest Professionals）は、 森林監督官

および技術者の規制を担っている。 森林監督官法は専門的林業の業務を定義し、 ABCFPを

設置し、 森林専門職に従事する権利を会員に限定し、 ABCFPにこの法律の管理責任を委ね

ている（ABCFP）。

ABCFPは、 有能で、フ
。

ロ意識が高く、 健全で、独立した森林専門員を確保することにより持続

可能な森林経営を実現する責任を負っている。 そのためにABCFPは、 教育水準、 森林監督

官の指導の下での一定期間の雇用、 登録試験を含む厳重な登録要件を定めている。 この専

門職の管理については、 法律や条例（倫理綱領および専門職的実施基準を含む）、 政策、

実践ガイドライン（ABCFP）によって定められている。

専門的能力と行動の説明責任を実現するため、 誰もが会員に対して苦情を申し立てること

ができる。 ABCFPには苦情処理プロセスがあり、 苦情の性質によって、 当事者聞の和解協

議、 会員からの弁明の受理、 仲裁、 調停、 実情調査、 捜査、 懲戒処分（ABCFP）などの処

置がとられる。

3.2.5森林認証

BC什｜における森林経営のための規制体制は、 （総森林面積に占める割合が）カナダでも最

大規模の独立した森林経営認証の取得によって補完されている。 合計で5200万ヘクタ ール

の森林が認証を取得しており、 CSA (CAN/CSA-Z804 orZ809）が2350万ヘクタ ー／レ、 FSC

が220万ヘクタ ール、 SFIが2700万ヘクタ ール（2013）を認証している（Certification 

Canada）。
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4まとめ

持続可能な森林経営は、 カナダにとっては重要なコンセプトである。 実績を定義、 測定す

るための国際的な取り組みに積極的に参加することにより、 カナダは持続可能な森林経営

に対するコミットメントを示し続けている。

カナダのコミットメン卜は、 「現場」においては、 持続可能性についての期待を定義し、

結果に対する責任を森林管理者に負わせる一連の厳重な規制、 政策、 手順によって適用さ

れている。 この法体制を補完しているのは、 持続可能性の指標に合致した、 独立した認証

制度である。

この規制枠組みは、 総括的な法令順守、 施行、 独立した監視制度によって支えられてい

る。 適合および順守の結果は公開されており、 環境を尊重し、 透明性を推進する文化の構

築を進する文化の継続的な構築に寄与している。
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付録A：基準・指標の枠組み（カナダ森林大臣協議会）

1. 生物学的多様性

1.1. 生態系の多様性

1 目 1.1. 各エコゾー ン内の種類、 年数、 湿地の種類別の森林面積

1.1.2. 各エコゾー ンの保護区内の種類、 年数、 湿地、 土壌、 地形学的特徴の種類

別の森林面積

1.2. 種の多様性

1.2.1. 森林関連の危険にさらされた種の状況

1.2.2. 選択された森林関連の種の生息水準

1.2.3. 選択された森林関連の種の分布

1.2.4.    森林関連の侵略的外来種の数

1.3. 遺伝的多様性

1.3.1 目 森林再生種地の遺伝的多様性

1.3.2. 各エコゾー ンにおける在来種の樹木の生育現場および実験施設内の保全努

力

2. 生態系の状況と生産性

2.1. 林地内の商業に適した樹木の種および商業に適さない樹木の合計生育備蓄量

2.2. 原因別の森林面積の増加および減少

2.3. 火災、 昆虫、 病気、 木材伐採によって乱された森林の面積

2.4. オゾンおよび酸性雨によって機能が低下した森林の面積

2.5. 再生が成功した木材伐採地区の面積

3. 土壌および観ず

3.1. 地元に適用できる土壌かく乱基準が順守された割合

3.2. 地元に適用できる道路建設、 河川の横断、 水辺地域の管理に関する基準が順守さ

れた割合

3.3. 過去20年間に相当量の林立がかく乱され、 更新された河川の流域の割合

4. 世界の生体循環における役割

4.1. 炭素循環

4.1.1. 森林生態系炭素の正味変化

4.1.2. 森林の種類別・年数別の森林生態系の炭素貯蔵

4.1.3. 林産品の炭素の正味変化
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4.1.4. 森林セクタ ーの炭素放出

5. 経済的・社会的利益

5.1. 経済的利益

5.1.1. 木材製品の国内総生産への貢献度

5.1.2. 木材製品の第二次産業の伐採単位当たりの価値

5.1.3. 木材製品の生産、 商品、 輸入、 輸出

5.1.4. 非木材林産品および森林を基盤としたサー ビスの国内総生産への貢献度

5.1.5. 販売されていない非木材林産品および森林を基盤としたサー ビスの価値

5.2. 利益の分配

5.2.1.木材経営権別の森林面積

5.2.2. 木材製品産業から得られる経済的利益の分配

5.3. 利益の持続可能性

5.3.1. 持続可能と見なされる伐採水準と比較した木材の年間伐採量

5.3.2固    持続可能と見なされる伐採水準と比較した非木材林産品の年間伐採量

5.3.3. 使用総資本利益率

5.3.4. 生産性指標

5.3.5. 直接雇用、 間接雇用、 誘発された雇用

5.3.6. 主な雇用種類別の平均所得

6. 社会の責任

6.1. 先住民と条約に基づく権利

6.1.1. 森林経営計画および森林経営にかかわる政策や法令の策定における先住民

との協議の範囲

6.1.2. 先住民が所有する林地の面積

6.2. 先住民の伝統的な土地利用と森林を基盤とした生態学的知識

6.2.1.伝統的な土地利用の研究が行われている公有林地の面積

6.3. 森林群落の健全性と回復力

6.3.1. 森林を基盤とした地域社会の経済的多様性指標

6.3.2. 森林を基盤とした地域社会における教育的達成水準

6.3.3. 森林を基盤とした地域社会における雇用率

6.3.4. 森林を基盤とした地域社会における低所得の発生率

6.4. 公正で効果的な政策決定
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6.4.1. カナダにおける森林経営の市民参加プロセスに満足している参加者の割合

6.4.2. 持続可能な森林経営の法律および規制が順守されている割合

6.5. 十分な情報を得た上での政策決定

6.5.1. 森林目録の範囲、 特質、 頻度、 統計的信頼性

6.5.2. 森林目録情報の市民による利用可能度

6.5.3. 森林研究、 木材製品産業の研究開発、 教育への投資

6.5.4. 新規に策定または更新された生態学的問題に関連する森林経営指針および

基準の状況

（出典：http://cfs.nrcan.gc.ca/pubwarehouse/pdfs/27407. pdf) 
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付録B：モントリオー ル ・ プロセス基準 ・ 指標の要約

基準1：生物学的多様性の保全

1.1. 生態系の多様性

1.1.a 森林生態系の種類、 連続段階、 年数、 森林所有権または経営権の種類別の

森林の面積および割合

1.1.b 森林生態系の種類別、 年数別または連続段階別の保護区内の森林の面積お

よび割合

1.1.c 森林の分散化

1.2種の多様性

1.2目a 森林関連の在来種の数

1.2.b 法令または科学的評価により測定される、 森林関連の危険にさらされた種

の数と状況

1.2.c 現地および現地外での種の多様性に重点を置いた保全努力の状況

1.3遺伝的多様性

1.3.a 遺伝的多様性を失う危険にさらされた森林関連の種と地域に順応した遺伝

子型の数と地理的分布

1.3.b 種の多様性を表すために選択された森林関連の代表的な種の個体数の水準

1.3.c 現地および現地外での遺伝的多様性に重点を置いた保全努力の状況

基準2：森林生態系の生産能力の維持

2.a林地の面積および割合と木材生産に利用可能な林地の正味面積

2.b木材生産に利用可能な森林の商業に適した樹木の種および商業に適さない樹木

の種の合計生育備蓄と年間の増加量

2目c在来種および外来種の植林地の面積、 割合、 生育備蓄

2.d木製品の年間伐採量と正味の増加または持続的な生産量に占める割合

2.e非木材林産品の年間伐採量

基準3：森林生態系の健康と活力の維持

3目a生物的プロセスまたは要因（例：病気、 昆虫、 侵略的な外来種）の影響を受け

た森林の面積および割合

3.b標準状態の域を越えた非生物的プロセスまたは要因（例：火災、 嵐、 開墾）の

影響を受けた森林の面積および割合

基準4：土壌および水資源の保全と維持

4.1保護的機能
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4.1.a 指定または土地管理の重点が土壌または水資源の保護に置かれている森林

の面積および割合

4.2土壌

4.2.a 最良管理慣行または土壌資源を守るための他の関連法令の基準を満たして

いる森林経営活動の割合

4.2.b 著しい土壌劣化が見られる林地の面積および割合

4.3水資源

4.3.a 最良管理慣行または水に関連する資源を守るための他の関連法令の基準を

満たしている森林経営活動の割合

4.3.b 物理的、 化学的、 生物学的特性が標準状態から大幅に変化している水塊の

面積または河川の長さおよび割合

基準5：森林の世界の炭素循環への貢献度の維持

5.a森林生態系の炭素プールおよび炭素フラックスの合計

5.b林産品の炭素プールおよび炭素フラックスの合計

5.c森林バイオマス ・ エネルギーを使用することによって回避される、 化石燃料か

ら発生する炭素排出

基準6：社会のニー ズを満たすための長期的、 多角的な社会経済的利益の維持と増進

6.1生産および消費

6.1.a 一次加工、 二次加工を含む、 木材および木製品の生産の価値と生産量

6.1.b 生産または収集される非木材林産品の価値

6.1.c 森林を基盤とした環境サー ビスから得られる収益

6.1.d 木材および木製品の丸太に換算した合計消費量および一人当たりの消費量

6.1.e 非木材林産品の合計消費量および一人当たりの消費量

6.1.f 木製品の輸出および輸入の価値および丸太に換算した量

6.1.g 非木材林産品の輸出および輸入の価値

6.1.h 木材および木製品の生産量に占める輸出量と、 木材および木製品の消費量

に占める輸入量

6.1.i 林産品の合計消費量に対する林産品が回復または再生される割合

6.2森林セクターへの投資

6.2.a 森林経営、 木材または非木材林産品産業、 森林を基盤とした環境サー ビ

ス、 レクリエー ションおよび観光への資本投資および年間支出の価値

6.2.b 森林関連の研究、 拡大、 開発、 教育への年間投資および支出

6.3雇用および地域社会のニー ズ
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6.3.a 森林セクターの雇用

6.3.b 主要な森林雇用カテゴリーの平均賃金率、 年間平均所得、 年間負傷率

6.3.c 森林に依存する地域社会の回復力

6.3.d 自給の目的で利用されている森林の面積および割合

6.3.e 森林経営から得られる収入の分配

6.4レクリエー ションと観光

6.4.a 市民がレクリエ ー ションや観光に利用可能か、 そのために管理されている

森林の面積および割合

6.4.b レクリエー ションおよび観光が目的と考えられ、 利用可能な施設と関連し

た訪問の回数、 種類、 地理的分布

6.5文化的、 社会的、 精神的ニ ー ズ
、

および価値

6.5.a 主としてさまざまな文化的、 社会的、 精神的ニ ー ズおよび価値を守るため

に管理されている森林の面積および割合

6.5.b 市民にとっての森林の重要性

基準7：森林保全および持続可能な管理のための法的、 組織的、 経済的枠組み

7.1.a 持続可能な森林管理を支持する法令および政策

7.1.b 分野横断的な政策と計画調整プログラム

7.2.a 持続可能な森林経営に影響を及ぼす課税およびその他の経済戦略

7.3.a 土地と資源の経営権および土地所有権の明確性と安全性

7.3.b 森林関連の法律の施行

7.4.a 持続可能な森林管理を支持する計画、 サー ビス、 その他のリソ ー ス

7.4.b 持続可能な森林経営のための研究や技術の開発と応用

7.5.a 持続可能な森林経営を支持するパー トナー シップ

7.5.b 森林関連の政策決定への市民参加および紛争解決

7.5.c 持続可能な森林管理に向けた進展の監視、 評価、 報告

（出典：http://www.montrealprocess.org/documents/publications/techreports/2009p_2.pdf

付録C：アルパータ州およびブリティッシュ ・ コロンピア州の

森林管理法令のまとめ

アルパータ州：官有地

政策報告書：持続可能性とカナダ西部の木製品 28 

http://www.montrealprocess.org/documents/publications/techreports/2009p_2.pdf


・ 森林法

・ 公有地法

森林専門員規制法

． 木材管理規制

・ 林地利用 ・ 管理規制

． 土地管理資金規制

・ 公有地運営規制

レクリエーション利用規制

・ 森林経営マニュアノレおよびガイドライン

主要な連邦法令：

・ 絶滅危倶種法

． カナダ漁業法

． 渡り鳥保護法

ブリティッシュ ・ コロンピア州：官有地

・ 森林法

・ 森林地域施業法

． 遺産保全法

・ 有害生物総合管理法

． 水法

・ 森林防火法

・ 森林監督官法

・ 広告、 保証金、 処理、 拡張規制

． 許容年間伐採量管理規制

・ 年間貸借料規制

ブリティッシュ ・ コロンビア州木材販売規制

地域社会経営権規制

・ 伐採制限規制

・ ファ ー スト ・ ネ ーション経営権規制

． 森林未収金利息規制
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・ 森林免許規制

・ 森林歳入監査規制

． 林業伐採免許規制

・ さまざまな法令が定める利息率

・ パンクーパーのログ ・ サルベー ジ地区のためのログ・サルベージ規制

． 製造林産品規制

・ 最低伐採料規制

・ スケー リング規制

． 特殊林産品規制

・ 木材定義規制

・ 木材伐採契約および下請契約規制

． 木材マ ー キング・輸送規制

・ 樹木農場免許管理計画規制

． 植林地免許規制

． 行政命令・行政救済規制

・ 行政審理 ・ 不服審査手順規制

． 森林計画 ・ 実務規制

． 森林実務審議会規制

． 森林レクリエーション規制

． カナダ林野部道路使用規制

・ フオ ートセントジョン ・ パイロットプロジェクト規制

． 行政措置規制

・ 侵入植物規制

・ 森林地域施業にかかわる負債のための保証金に関する規制

． 植林地免許計画・施業規制

プリティッシュ ・ コロンビアナ｜、｜：私有地

・ 民営林地法

・ 環境管理法

・ 森林地域施業法

・ 可航水域保護法
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・ 不法侵入法

・ 遺産保全法

有害生物総合管理法

水法

・ 森林防火法

・ 森林監督官法

・ 民営林地審議会関連規制

・ 民営林地審議会規制、 2007年

． 民営林地規制

・ 森林法

・ 木材マ ー キング ・ 輸送規制

ブリティッシュ ・ コロンピア州：州立公園 ・ 保護地区

• BC州保護地区法

． 公園法

・ 公園 ・ 保護区 ・ レクリェーション区域規制

． 生態系保護地区法
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付録D：リンク集

・ 「2008年以降のカナダの森林のためのビジョン（A Vision for Canada’S Forests: 2008

and Beyond) J : www.ccfm.org/pdf，八／ision_EN.pdf

・ カナダ森林大臣協議会：http://www.ccfm.org/

・ カナダ林野部：http://www.nrcan.gc.ca/forests

・ カナダ規格協会：http://www 目 csagroup.org/us/en/home

・ 「カナダにおける認証（Certification in Canada）」（カナダ林産品協会）
http://www.certificationcanada.org

・ カナダ森林管理協議会：https://ca.fsc 目 org

・ 森林 ・ 土地 ・ 天然資源管理省（FLNRO) : http://www.gov.bc.ca/for/

・ 持続可能資源開発省（ESRD) : http://esrd.alberta 目 ca

・ ナチュラリ ー・ ウッド：http://www.naturallywood.com

・ 「カナダにおける持続可能な森林管理（Sustainable Forest Management in

Canada）」：http://www.sfmcanada.org

・ 持続可能な林業イニシアティブ：http://www.sfiprogram.o唱

・ モントリオール ・ プロセス：http://www.montrealprocess 目 org

・ 「ブリティッシュ ・ コロンピア州の森林の現状（The State of British Columbia’s

Forests）」http://www.for.gov.bc.ca/hfp/sof/2010/SOF_2010_Web.pdf

・ 「カナダの森林の状況（The State of Canada’S Forests）」
http://cfs. n rcan. gc. ca/pubwarehouse/pdfs/35191 . pdf

・ クイーンズ ・ プレス（アルパータ州法令） : http://www.qp.alberta.ca/Laws_Online.cfm

・ クイーンズ ・ プリンター（BC州法令） : http://www.bclaws.ca
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