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国際フォーラム 
 

グローバル・グリーンサプライチェーンを共に目指して 
林産業イニシアティブ 

 
2019 年 10 月 22 日～23 日 セントレジス上海静安ホテル（上海（中国）） 

2019 年 10 月 24 日 フィールド見学（湖州（中国）） 
2019 年 10 月 25 日 ドンウー ニューセンチュリーグランドホテルフーヂョウ（湖州（中国）） 

 

共催： 
中国木材・森林製品流通協会（CTWPDA）、中国国家林業局国際林産物貿易センター（CINFT-

NFGA）、国際熱帯木材機関（ITTO）、国際熱帯木材技術協会（ATIBT） 
 

詳細アジェンダ 
第 1 日目（10 月 22 日火曜日） 

時間 内容とテーマ 
9:00〜09:50 
開会 

開会セッション – 各スピーカー5 分間のスピーチ 
 
進行：リー・ジアファン 中国木材・森林製品流通協会（CTWPDA）副会長・事務

総長 
• スー・チュニュ 中国国家林業局（NFGA）上席エンジニア（次官）（Chief 

Engineer（Vice Administrator）） 
• リオ・ノンウェン CTWPDA 会長（President） 
• リー・ホワイト ガボン林業大臣（Minister for Forestry） 
• エバ・ミュラー ドイツ連邦食糧・農業省（BMEL）森林分野長官（DG for 

Forest） 
• ジョン・リー ITTO 議長 
• ロバート・ヒューニンク 国際熱帯木材技術協会（ATIBT）会長

（President） 
• ジョルジュ・ムシャル 中部アフリカ森林協議会（COMIFAC）会長

（President） 
• ピエール・タティ コンゴ共和国林業省首席補佐官（Chief of Staff） 
• デイビッド・ナバーロ 国連気候変動サミット自然を中心とした解決策

（Nature Based Solutions）顧問（Advisor）のビデオメッセージ  
午前の部 
09:50〜11:05 

セッション I：気候変動と開発に向けた木材産業セクターの役割の活用 
生産力のある森林と木材産業が気候変動緩和と持続可能な開発に貢献するという考
え方を明確化・促進します。 
 
モデレーター：クロード・ガルシア フランス国際農業開発研究国際センター

（CIRAD）/ スイス連邦工科大学チューリッヒ校（ETH ZurichForDev） 
 
基調演説（10 分）： 

• 生産力のある森林と合法かつ持続可能な木材サプライチェーンがグリーン
成長の達成と気候変動への対抗において果たし得る役割： 
ゲアハート・ディタレ ITTO 事務局長（Executive Director） 

 
プレゼンテーション（1 件、10 分） 
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• 世界の森林製品産業による気候変動、社会、経済への正の貢献と意義： 
チェン・シャオロン Power Dekor  Group Ltd. 会長（Chairman） 

 
パネルディスカッション（40 分）： 

• リー・ホワイト ガボン林業大臣（Minister for Forestry） 
• ジュー・グアンチエン CTWPDA 主任専門家（Chief Expert） 
• フランソワ -ハビエル・ド・ドネア ベルギー国務大臣（Minister of 

State）、コンゴ盆地森林パートナーシップ（CBFP）ファシリテーター

（Facilitation） 
• リオ・ジアシュン 中国グリーンカーボン基金（China Green Carbon 

Foundation：CGCF）副会長兼事務総長（Vice Chairman and Secretary-
General） 

• ヤスマン・イルスヤル インドネシア森林伐採権取得者連合（Indonesian 
Forest Concessionaires Association）諮問委員会メンバー（Advisory Board 
Member） 

• クリストフ・ドゥ・カステル フランス開発庁（Agence Française de 
Développement：AFD）森林局長（Head of Forest Department） 

 
質疑応答（10 分） 

11:05〜11:20 休憩 
午前の部 
11:20〜12:50 

セッション II：グローバル・木材サプライチェーンにおける需要と供給 
様々な市場での国際的な木材の需要と供給の状況と傾向およびグローバル・木材サ
プライチェーンでの消費者－生産者間のネットワークや連携の強化における機会と
課題を中心に議論します。 
 
モデレーター：ワン・デンジュ CINFT-NGFA 事務次長（Executive Deputy Director） 
 
プレゼンテーション（4 件、各 10 分、計 40 分）  

• グローバル木材サプライチェーンにおける世界の熱帯木材生産、貿易、市
場の状況と傾向：ルパート・オリバー FLEGT 独立市場監視（IMM）プログ

ラム 
• 中国製木材の需要と供給：リオ・ノンウェン CTWPDA 会長（President） 
• 熱帯木材市場の変化と課題：貿易企業による戦略的対応：シェン・ジエン

ウェン  Jiangsu Wanlin Modern Logistics Co., Ltd. 副社長（Vice President） 
• アジアの持続可能な木材の資源と供給：ジョージ・タン 木材輸出業協会

マレーシア（Timber Exporters Association Malaysia）会長（President） 
 

パネルディスカッション（30 分）： 
• リオ・トゥオ NFGA 改革と開発（Reform and Development）局長

（DG） 
• シェン・ベイリン China Forest Products Co., Ltd. 部長代理（Deputy 

General Manager） 
• ゴ・シー・ホアイ ベトナム木材・森林製品協会（Vietnam Timber and 

Forest Products Association）次長（Deputy Secretary General） 
• チェン・ハオ Société de Bois de Lastourville （ガボン）社長

（President） 
• ブルーノ・マイヤー BVRio （ブラジル）ビジネス開発部長（Business 

Development Manager） 
• トーマス・ゲーベル ヨーロッパ木材貿易連盟（European Timber Trade 

Federation：ETTF）事務総長（Sec-Gen） 
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質疑応答（10 分） 

12:50〜14:00 昼食 
午後の部  
14:00〜15:40 

セッション III：グローバルな木材サプライチェーンにおける合法性と持続可能性 
合法かつ持続可能な木材供給、国レベルおよび国際レベルの様々な規制や体制、イ
ンセンティブ・メカニズム、新技術の開発、木材の合法性証明と独立した第三者機
関による認証といった、グローバルな木材サプライチェーンにおける合法性と持続
可能性における課題とその確立をテーマとします。 
 
モデレーター：シーム・サットクル （Sheam Satkuru）ITTO ディレクター

（Director） 
 
プレゼンテーション（3 件、計 45 分） 

• アフリカの合法かつ持続可能な木材資源と供給にとっての機会と課題： 
ジャン=ポール・グランジャン 認証森林利用促進プログラム（Program for 
the Promotion of Certified Forest Exploitation ：PPEFC）-ドイツ復興金融公庫

（KfW） 
• 中国の不動産セクターの傾向と森林生産調達のグリーンサプライチェーン

への影響： 
ドゥ・ジュン 中国不動産合同購入プラットフォーム（Caizhu）本部長

（General Manager） 
• パトリス・ムーシー 欧州委員会開発協力総局（EC DEVCO） 
 

パネルディスカッション（35 分）： 
• キム・カーステンセン 森林管理協議会（FSC） インターナショナル 代表

（Managing Director） 
• ピーター・ラットハム PEFC 森林認証プラグラム評議会 会長

（Chairman） 
• アレイン・カーセンティ CIRAD 環境と社会局（Department of Environment 

and Society） 
• チェン・ダナン Power Dekor  Group Ltd. 会長補佐（Assistant President） 
• タイス・リナーレス・ジュベナル 国際食糧農業機関（FAO）ローマ本部チ

ームリーダー（Team Leader） 
• ルー・ウェンミン 国際竹籐ネットワーク（ International Network for 

Bamboo and Rattan：INBAR）次長（Deputy DG） 
• デニス・マホンゴル トラフィック・インターナショナル（TRAFFIC 

International） 
 
質疑応答（20 分） 

15:40〜16:00 休憩 
16:00 ハイレベルビジネスフォーラム開会 
16:00〜17:00 セッション I：グローバル・グリーンサプライチェーンが持つ課題の解決 

 
モデレーター：ゲアハート・ディタレ ITTO 事務局長（Executive Director） 
 
パネルディスカッション（45 分）： 

• ゴ・シー・ホアイ ベトナム木材・森林製品協会（Vietnam Timber and 
Forest Products Association）次長（Deputy Secretary General） 

• ルー・ウェイグワン Anxin Flooring（上海）Co. Ltd.会長（Chairman） 
• ステファヌ・グラナーズ Mil Maderas（Precious Woods Group）セールス部

長（Sales Manager） 
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• アーマンド・ブレーズ・ディアムヴィンザ Afriwood（コンゴ）次長

（Deputy Manager） 
• マー・ルー Guangxi Sunway Forest Products Industry Co. Ltd 最高経営責任者

（CEO） 
• ゼン・ヨーチェン Treesun Flooring Co.副本部長（Deputy General Manager） 
 

質疑応答（15 分） 
17:00〜18:00 第 1 日目閉会セッション：グローバル・グリーン木材サプライチェーンに向けたパ

ートナーシップ対話：GGDC イニシアティブとプラットフォーム 
戦略的なパートナー関係やビジネス情報の交換の促進を目指すグローバル・グリー
ンサプライチェーン（GGSC）の構築における木材生産者、購入者、加工業者その
他の関連ステークホルダー間の協力や連携を促すことを目的に議論を行います。 
 
議長：エバ・ミュラー BMEL 森林分野長官（DG for Forest） 
 
パネルディスカッション（50 分）： 

• シュー・ウェイ Starforest Flooring 会長（Chairman） 
• ゲアハート・ディタレ ITTO 事務局長（Executive Director） 
• ロバート・ヒューニンク ATIBT 会長（Chairman） 
• ロア・シンジェン グローバル・グリーンサプライチェーン（GGSC）事務

局事務局長（SG） 
• フアン・バオジョン Jiangsu Wanlin Modern Logistics Co. Ltd.会長（Chairman） 
• タイス・リナーレス・ジュベナル FAO ローマ本部チームリーダー（Team 

Leader） 
 
質疑応答（10 分） 

18:00〜18:15 総括と成果（上記と同じパネル）: 
• フォーラムの総括 
• イニシアティブ／声明 
• 連携イベント 
• その他 

18:30〜20:30 レセプション・ガラ・ディナー 
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第 2 日目（10 月 23 日水曜日） 
ハイレベル・ビジネスフォーラム：木材とグローバル・グリーン木材サプライチェーンの貢献 

プレゼンテーションと 3 回〜4 回のパネルディスカッションを行い、後述するテーマについて民間セク

ターが発言し見解を述べる機会を提供します。 
時間 内容とテーマ 

9:00〜9:50 セッション II：木材産業セクターによる気候変動の影響と持続可能な開発への寄与 
 
モデレーター：ゲアハート・ディタレ ITTO 事務局長（Executive Director） 
 
パネルディスカッション（40 分）： 

• ワン・チュンフェン NFGA 国際協力次長（Deputy DG） 
• ヴィンセント・イスタス CIB Corporate Responsibility & Sustainability 
• エマニュエル・グルーテル Wale（フランス）代表取締役社長（Managing 

Director） 
• ジョージ・タン 木材輸出業協会マレーシア（Timber Exporters Association 

Malaysia）会長（President） 
• ジアン・ウェイ DAVE Flooring of Jiangsu 会長（Chairman） 
• グオ・シャンヤン Shenzhen Sampo Furniture Co. Ltd.会長（Chairman） 
 

質疑応答（10 分） 
9:50〜11:00 セッション III：コンゴ盆地森林パートナーシップ（CBFP）コンゴ川流域森林の現

在と未来 
 
モデレーター：フランソワ -ハビエル・ド・ドネア CBFP ファシリテーター

（Facilitator） 
 
プレゼンテーション（1 件、10 分） 
シルビー・グーレット・フルーリー CIRAD Dynaffor – P3FAC 
 
パネルディスカッション（50 分）： 

• Lee White リー・ホワイト ガボン林業大臣（Minister for Forestry） 
• ピエール・タティ コンゴ共和国林業省首席補佐官（Chief of Staff） 
• ジョルジュ・ムシャル COMIFAC 会長（President） 
• ジェン・ジンミン Shanghai Hoist Timber Co. Ltd 代表取締役（President） 
• シュー・ジェ Yulin International Timber Co. Ltd.会長（Chairman） 
• ジャン・グオファ UFIAG 資金調達会長（Funding Chairman） 
• アレイン・カーセンティ CIRAD 環境と社会局（Department of Environment 

and Society） 
 
質疑応答（10 分） 

11:00〜11:15 休憩 
11:15〜12:00 • イニシアティブ／声明 

• 連携イベント 
12:00〜12:30 共催団体および民間企業代表者による記者会見（詳細は追ってご案内します） 

12:00〜13:30 昼食・B2B ネットワーキング 
12:30〜14:30／
15:00 
（非公開会議） 

GTTN 運営委員会会 
主催：GTTN および EFI 

13:30〜15:00 セッション IV：コンゴ川流域の木材産業の経済的持続可能性 
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モデレーター：ラルフ・リダー ドイツ国際協力公社（GIZ）中国森林政策長

（Head） 
 
プレゼンテーション（1 件、15 分） 
ニコラス・バヨル FRM-OFAC、ATIBT 森林コミッション会長（Presiden） 
 
パネルディスカッション（50 分）： 

• ロバート・ヒューニンク ATIBT 会長（President） 
• アシシュ・マリク コンゴ林業協会（ CIB）副代表（Deputy General 

Manager） 
• ステファヌ・グラナーズ Precious Woods（スイス）最高コミュニケーショ

ン責任者（CCO） 
• フランソワ・ヴァン・ドゥ・ヴァン UFIAG（ガボン）事務総長（Secretary-

General） 
• ジャン・ビンチュアン UFIAG （ガボン）会長（President） 
• アーマンド・ブレーズ・ディアムヴィンザ Afriwood（コンゴ）次長

（Deputy Manager） 
 

質疑応答（15 分） 
15:30 上海木文化博物館へのフィールド見学に向け出発 

16:00〜17:30 
上海木文化博物館へのフィールド見

学 

サイドイベント：GGSC 国際フォーラム

での合法性証明と追跡可能性 
主催；GGSC および ATIBI 
モデレーター： ロア・シンジェン 
                                ラルフ・リダー 

18:00〜20:00 上海木文化博物館でのレセプションおよび B2B 交流 
 

第 3 日目（10 月 24 日木曜日） 
時間 フィールド見学 

08:30 湖州の木質フローリング企業見学に向け移動 
08:30〜11:00 南潯古鎮（湖州）見学（移動手段：バス） 
11:00〜12:30 Treessun Flooring Co. を訪問 
12:30〜14:00 昼食 
14:00〜15:00 南潯古鎮で Sunyard フローリング企業を訪問 
15:00〜16:00 南潯古鎮で木質フローリング博物館を見学 

16:00  

移動 → 
上海 （セントレジス上海静安ホテル） 
または 
湖州 （ドンウー ニューセンチュリーグランドホテルフーヂョウ）（CTWPDA 世界

硬材会議および世界木質フローリング会議参加者） 
 

第 4 日目（10 月 25 日金曜日）（湖州） 
CTWPDA 国際硬材および木質フローリング会議 

時間 内容とテーマ 

午前の部： 

開会式と全体会合 
中国のマクロ経済発展、木材・森林製品の状況、木材産業が利用可能な木材資源、
東南アジアとの投資比較分析、木材産業向け新技術といった中国経済および木材・
森林製品産業の全体像を提供することを目的とします。 
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午後の部： 

同時セッション I: 2019 世界硬材会

議 
東南アジア、コンゴ川流域、アメ
リカおよびヨーロッパの硬材供給
業者による、特に木質フローリン
グに適した新樹種といった資源と
今後の供給について紹介が行われ
ます。中国の硬材輸入業者に与え
られた機会と課題も共有されま
す。 

同時セッション II: 2019 世界木質フローリン

グ会議 
上級産業専門家による中国の木質フローリン
グ産業が有す今後の傾向、課題、機会につい
ての議論や上位研究者による木質フローリン
グに適用される新技術についての情報提供が
行われます。また、大規模木質フローリング
工場の経営幹部を招いて意見交換を行いま
す。 

  

第 5 日目（10 月 26 日土曜日）湖州にてフィールド見学（詳細は追ってご案内します） 
 


