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““““Promotion of Forest Certification System

in Commemoration of PEFC Asia Promotion

Participation of 

国際森林認証制度である PEFC の普及を目的として

年に開設された PEFC ｱｼﾞｱﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｽﾞ（PEFCAP

様で本年、10 周年を迎えました。また今年は、日本独自の

森林認証制度である緑の循環認証会議（

に加盟し、相互承認に向けて第一歩を踏み出す

年ともなりました。この節目を記念し、去る

120 名の多彩な関係者の参加を得て、SGEC

庁の後援のもと東京の学士会館において

開催されました。 

このフォーラムは、森林保護や生物多様性保全にご造詣の

深い高円宮妃殿下ご臨席を頂く栄誉をも賜りました。

 

PEFCAP 理事長
Prof. Kitayama, Chairman

PEFC 会長
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of Forest Certification Systems in the Future of Japan

ommemoration of PEFC Asia Promotions 10th Anniversary and

Participation of Sustainable Green Eco-system Council in PEFC
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今年は、日本独自の

（SGEC）が PEFC
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し、去る 10 月 30 日に約

SGEC の共催、林野

庁の後援のもと東京の学士会館において記念フォーラムが

森林保護や生物多様性保全にご造詣の

賜りました。 

 
理事長 喜多山繁 

Prof. Kitayama, Chairman 

会長 William Street 

PEFC Asia Promotions (PEFCAP)

the purpose of promotion of international forest certification 

system PEFC in Japan and Asia, celebrated its 10

anniversary and we thank to 

supports until today. In the year 2014

forest certification system, Sustainable Gre

Council joined in PEFC and the first new step was 

toward the achievement of PEFC

commemoration of these milestones
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 October at Gakushikaikan Tokyo with 
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Agency of Japan, attracting around

was honored by the presence of Her Imperial Highness 

Princess Takamado, who is deeply learned in forest and 

biodiversity preservation matter

 

Part 1 of the forum started from

Prof. Shigeru Kitayama, Chairman of PEFCAP. In his address 

Prof.Kitayama outlined the mechanism and 

meaning of forest certification, then referred to 2012

London Olympic/Paralympic Games where certified wood

and paper materials/products were used for all constructions 

such as stadiums, Olympic village and

emphasizing that it is the responsibility of Japan as a 

developed country with rich forest resources to inherit such
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フォーラムの第 1 部は、PEFCAP の喜多山繁理事長による

開会の辞から始まりました。その中で、理事長からは森林

認証制度のあらましと意義の説明があり、更に「2012 年の

ロンドン五輪では、競技場、選手村などの建造物を始め印

刷物等全てに”認証材”や“認証紙”が使われた。我々はそ

の方針を東京五輪でも受け継ぐことが、先進国としてまた森

林大国としての責任と考え、実現に向けて力を注いでいく」

とこれからの活動の方向が述べられました。 

 

これに続き、国際 PEFC を代表して初来日したウィリアム・ス

トリート PEFC 会長が、SGEC の PEFC への加盟を歓迎する

祝辞の中で、「近年アジア太平洋地域では PEFC 加盟を念

頭においた各国の森林認証制度立ち上げの機運が急速に

進展している。今年 2 月には中国、9 月にはインドネシアの

認証制度が PEFC の承認を受けたが、この他にも新たに 15

カ国が加盟・承認に向けて動いている。日本は 17 世紀の江

戸時代から森林保護や小規模林家の林業育成の実績があ

り、PEFC は日本から木の文化や森林に対する考え方など

多くを学ぶことが可能である。また、小規模林家を大切にす

る PEFC の実績は日本の林業活性化の一助になる可能性

が高く、日本の森林管理にとって理想的なパートナーにな

れると信じている。」と述べ、今後の両制度の発展に大きな

期待を示しました。さらに、ストリート会長は、「東京五輪は

日本の木の文化を世界に示す大きなチャンスであり、木材

建築の全く新しい可能性を確立する機会とすることで、地方

の林業活性化にもつながると信じている」、と結びました。 

 

貴賓としてご臨席いただいた高円宮妃殿下は、国際環境

NGO バードライフ・インターナショナルの名誉総裁を務めて

おられ、日頃から鳥類を通して森林, 生物多様性、そして環

境の保全の重要性を訴えておられます。そのお立場から、

森林が有する様々な機能の重要性、世界の森林の減少の

問題、そして、特に日本の人工林の管理状態の問題に触れ

られ、このたび、日本独自の森林認証制度「緑の循環認証

会議（SGEC）」が、国際組織である PEFC に加盟されたこと

で、今後国内で管理育成された森林及び木材も国際標準

のもと認証され、世界に出ていくことへのご期待を表明され

ました。また妃殿下からは、今回の SGEC の PEFC 加盟は

日本での普及活動を 10 年続けてきた PEFCAP の努力の結

果であり、これに敬意を表したい、との大変有り難いお言葉

を賜りました。 

policy for 2020 Tokyo Games and PEFC will exert all-out 

efforts to make it come true. 

 

高円宮妃殿下 Her Imperial Highness 

Princess Takamado 

Following this, PEFC 

Chairman Mr. William 

Street, who visited Japan 

for the first time to 

represent PEFC Inter- 

national, gave a welcome 

& congratulatory address.  

On welcoming SGEC, 

Mr. Street expressed his 

expectation of further 

development of the two forest certification systems saying, 

“During the past several years there has been a rapid 

development in the countries of the Asia Pacific Region to 

establish national forest certification systems aiming at 

achieving PEFC membership and endorsement. More 

specifically, China and Indonesia achieved PEFC endorse- 

ment in February and September this year respectively, to 

which follow about 15 other countries. Japan has a history of 

performing forest preservation and aiding small-sized forest 

owners back in the 17th century’s Edo Period and PEFC can 

learn a lot from Japan such as its wood culture and the way of 

thinking about forests. Samely, PEFC’s idea of valuing small 

forest owners can help Japanese forestry in its revitalization. I, 

thus, believe that PEFC can be an ideal partner for forest 

management in Japan.” Further he added, “Tokyo Olympic 

/Paralympic Games will be a great opportunity for 

demonstrating Japan’s wood culture to the whole world. 

Taking advantage of it for solidifing new possibility of 

wooden construction will revitalize forestry in local regions.”  

 

Honorable guest, Her Imperial Highness Princess Takamado, 

is daily engaged as Honorary President of BirdLife 

International in appealing the importance of preservation of 

forests, biodiversity and the environment through birds, of 

whcich habitats are everwhere on the earth. Referring to the 

various functions that forests play and the problems related to 

the deterioration of the world’s forests, Princess Takamado 

showed her concern about the way that the Japanese 

plantation forests have been managed until today and further 

expressed her expectation that the participation of SGEC in 

PEFC International will open the way for domestic forests 

and woods to be certified to the international standard and 

expand their market into the world. Princess Takamado 

kindly concluded her address by hearty words of respect to 

PEFCAP’s 10 year’s promotional efforts which brought about 

the SGEC’s participation in PEFC. 
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次に、PEFCAP の立ち上げから携わってきた武内晴義事

務局長からの基調講演では、「10 年前にはインタネットでも

PEFC の情報が皆無に近いゼロ状態からの出発であった

が、高円宮妃殿下のご臨席を賜って、多くの関係者が参集

して大変盛り上がった今日のフォーラムの様子に感慨無量

である。これまでは、認証の対象が外材の COC 認証のみ

に限られて普及にもハンディーを背負っていたが、今後は

SGEC との協働で国産材の認証の普及へと対象が拡大す

るので、普及活動も新しい段階に入った。」と述べました。 

 

続いて、今回の共催団体である緑の循環認証会議の佐々

木恵彦会長は、ご挨拶の中でこの度の SGEC の PEFC 加

盟に関する背景と今後の相互承認に対する期待を述べ、

「日本では、戦後植林された森林が成熟期を迎えているが、

人口減少の問題などもあり将来の木材需要の伸びが不安

視される。そうした中、日本の林業は輸出を視野に入れる

必要があり、その意味からも設立から 10 年を迎えた SGEC

が今後 PEFC 加盟と相互承認により SGEC 認証品の国際

的な信用を確保することが重要である。」と強調しました。

また、今年 8 月の PEFC 加盟に続き、年内には相互承認の

申請をすべく準備中であることが報告されました。 

 
SGEC 佐々木恵彦会長 

 

筑波大学院志賀和人教授 

 

筑波大学大学院生命環境科学研究科の志賀和人教授に

よる「これからの日本のおける森林認証の普及」の講演で

は、現在日本で私有林の認証が遅れていることや森林の

「高齢化」が進んでいる状況の対策として、SGEC が PEFC

との相互承認を通じて、SGEC を国際化し、認証品に国際

性を付与することが必要であろうなどの問題提起と提言が

あり、また、各国の伝統や林業技術を尊重しつつ、小規模

の林家に認証の機会を与えることを重視する PEFC の考え

方は SGEC の考え方とも共通するとの指摘がありました。 

 

また、今回の記念フォーラムには、マレーシアとロシアから

も PEFCの代表者が出席したほか、JICAが主催する「認証

制度やブランド化を通じた森林資源の総合利用による地

域振興」研修プログラムの受講者として来日中のエチオピ

Then, Mr. Haruyoshi Takeuchi, Director/Secretary of 

PEFCAP, looked back the situation of 10 years ago in his 

keynote address and mentioned, “It really fills my heart to 

see so many people to get together to celebrate today’s 

forum so grandly with the honorable presence of Her 

Imperial Highness Princess Takamado. I was specially 

moved upon looking back the initial days when there was 

absolutely no information on PEFC available in Japanese 

even on the internet. The promotion of PEFC has always had 

a handicap in Japan as PEFC certification was limited only 

to imported wood and paper materials until today, but soon it 

will be possible to work together with SGEC to expand the 

target of the promotion into domestically produced 

forest-based materials and products. We can say that our 

promotional activity has entered into a new stage.” 

 

Representing SGEC, the forum’s co-sponsor, Chairman  

Prof. Satohiko Sasaki made a presentation, referring to the 

fact that after the post-war afforestation activities the 

Japanese forests are reaching to the maturity period. 

Considering the anticipated unstable growth of demand for 

wood due to issues such as the decreasing population of 

Japan, Prof.Sasaki emphasized that the Japanese forestry 

needs to consider exportation of wood and secure 

international credibility of SGEC-certified products by way 

of joining PEFC and obtaining its endorsement. Prof. Sasaki 

also reported that following the official participation in 

PEFC, SGEC is now preparing for a submission of an 

application for PEFC endorsement, hopefully within the 

year. 

    
Following Prof. Sasaki, Prof. Kazuto Shiga, University of 

Tsukuba Graduate School of Life & Environmental Sciences 

made a presentation titled “Promotion of Forest Certification 

for the Future of Japan” and pointed out the challenges that 

SGEC is faceing with, such as delay of privately owned 

forests in acquiring certification and “aging” of forests in 

Japan and suggested that the SGEC’s participation in PEFC 

could be an effective measure to cope with such issues as it 

will help SGEC and SGEC-certified products in gaining 

international credibility. Prof. Shiga also pointed out that 

PEFC’s way of thinking has a lot in common with that of 

SGEC such as respect of member country’s traditions and 

techniques of forestry and providing opportunity for 

certification to small-seized forest owners. 

A taste of PEFC-like internationalism was added to the 

forum by the presence of the representatives from PEFC 

Malaysia (MTCC), PEFC Russia and nine participants of 

PEFCAP 事務局長 武内晴義 

Haru Takeuchi, Director Secretary 
司会を務めた 堀尾牧子 

 Makiko Horio on MC 
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ア、ガボン、マラウィー、フィジー、ラオスの林業行政関係 

者 9 名の参加もあり、国際的な雰囲気を大きく盛り上げま

した。 

 

マレーシア木材認証協議会（MTCC）のシニアマネージャ 

ーであるハナリンダー・シン氏と、PEFC ロシアの事務局長

アンドレイ・リュスコフ氏からは、それぞれ自国の森林認証

制度の立ち上げから、発展、そして PEFC の相互承認を受

けるまでの経緯と現状を紹介するとともに、PEFC との相互

承認が、認証製品の輸出先の信頼につながったことなど

PEFCとの相互承認のメリットが説明され、今回の SGEC の

加盟を歓迎しました。 

 
PEFC ロシア(PEFC Russia) 

リシュコフ事務局長 

 
PEFC マレーシア（MTCC） 

シン シニア・マネジャー 

 

小休止の後、会場を変えて第 2 部の懇親会が開催されま

した。懇親会は、日本製紙連合会の上河潔常務理事によ

る乾杯の音頭から始まり、出席者の歓談が進む中、日本

でのPEFC普及拡大にご協力頂いた企業を代表して、東洋

アルミエコープロダクツ株式会社、株式会社美萩工芸、エ

イピーピー・ジャパン株式会社、瀬崎林業株式会社、アス

クル株式会社、株式會社長谷木の 6 社に対し、ストリート

会長および喜多山会長から感謝状が贈られました。 

 

また、今回ご出席頂いた JICA 研修プログラムの受講者グ

ループを代表してマラウィ―の天然資源・エネルギー・鉱業

省のジェラルド・カマンガ氏からお礼の挨拶がありました。 

 

最後には、PEFC ｱｼﾞｱﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝｽﾞの武内事務局長から、

出席者の皆さまへのお礼と新しい段階を迎えた森林認証

の普及活動を今後は PEFC と SGEC 共同で進める旨、そし

て、今後も PEFC 普及に貢献のあった関係者への感謝や

表彰などを続けたい旨の表明がありました。出席者一同の

拍手の中、高円宮妃殿下のご退場によりこのイベントが終

了しました。 

 

懇親会の間やその後、ご出席頂いた方々からは、「このよ

うな華やかで意義ある素晴らしいイベントに出席できて大

変嬉しい」という主旨のご意見をたくさん賜りました。PEFC

は今後とも SGEC とともに日本における森林認証普及のた

めに、弛まぬ努力を続ける所存です。関係者の皆さまの変

わらぬご支援をお願い申し上げます。 

 

 

 

 

JICA’s international cooperation program titled “Training 

Program for Regional Development by Systematic and 

Comprehensive Utilisation of Forest Resources Through 

Forest Certification System and Branding” from countries 

such as Ethiopia, Fiji, Gabon, Laos, Malawi. 

 

JICA 研修グループ 

Mr. Harnarinder Singh, 

Senior Manager of 

Malaysian Timber 

Certification Council 

and Mr. Andrey 

Rythkov, Director of 

PEFC Russia introduced  

Malaysian and Russian national forest certification system 

of respective countries. Referring to the history, 

development and current situation of each system, they 

explained the process and their experiences of seeking and 

obtaining PEFC endorsement. Both Mr. Singh and Rythkov 

emphasised that PEFC endorsement generated much benefit 

such as gaining credibility from the importers of their 

products, and concluded their presentations with words of 

“welcome aboard” to SGEC. 

 

After a short break, a welcome reception started as Part 2 of 

the forum altering the venue, with a toast proposed by Mr. 

Kiyoshi Kamikawa, Managing Director of Japan Paper 

Association. While the attendees enjoyed drinks, foods and 

chats, there was a ceremony for granting certificate of 

appreciation from Chairman of PEFC and PEFCAP to the 

selected 6 companies which had given significant support to 

the promotion of PEFC in Japan up to date. They were, Toyo 

Aluminium Ekco Products Ltd, Mihagi Kogei Co., Ltd., APP 

Japan Ltd., Sezaki Ringyo Co., Ltd., ASKUL Corporation 

and Hasemoku Corporation.  

 

Before closing, Mr. Gerald Kamanga from Ministry of 

Natural Resources, Energy and Mining of Malawi gave a 

few words of thanks, representing the JICA Training 

Program Trainees Group. 

 

Finally, Mr. Takeuchi thanked all attendees for their 

presence and declared that PEFC and SGEC will continue 

promotional activities jointly for promoting forest 

certification further in Japan, and reported that PEFCAP 

wants to reward the prominent PEFC supporters by special 

awards. With a leave of HIH Princess Takamado from the 

reception in the middle of big applause, the event was 

closed. 
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今回ご協賛くださった企業の皆様、お土産ご提供下さった

皆様にも深く感謝申し上げます。 

 

協賛協賛協賛協賛 (敬称略敬称略敬称略敬称略) 

 株式會社長谷木 

 エイピーピー・ジャパン株式会社 

 ジャパン建材株式会社 

 双日建材株式会社 

 ナイス株式会社 

 日本製紙株式会社 

 

お土産お土産お土産お土産    (敬称略敬称略敬称略敬称略) 

 ミニチュアパレット： 大縄林業原木株式会社 

ステッドラー鉛筆： ステッドラー日本株式会社 

 

 

フォーラムを伝えるニュース記事 

Media Reports on the Forum 

 

““““点点点点からからからから線線線線へへへへ””””、、、、    

““““線線線線からからからから面面面面へへへへ、、、、そしてそしてそしてそして五輪五輪五輪五輪へへへへ””””    

 

Durin or after the event, we received many comments of 

thanks and praises from the attendees saying that they 

really had a good time and were happy to be able to attend 

at such a wonderful and meaningful occasion. We will 

continue making un-interrupted efforts together with SGEC 

to promote forest certification in Japan. 

Your unchanging support is mostly appreciated. 

 

We also highly appreciate all the following companies 

which extended supports for this forum. 

 

Sponsor companies: 

Hasemoku Corporation 

APP Japan Ltd. 

Japan Kenzai Co., Ltd. 

Sojitz Building Materials Corporation 

Nice Corporation 

Nippon Paper Industries Co., Ltd. 

 

Souvenirs given by: 

Ohnawa Ringyo Genboku Co., Ltd. (miniature pallet) 

Staedtler Nippon KK (pensil) 

 

 

 

 

 

 

“From Poin toLline”, 

 “From Line to Dimension and to Olymic” 

 

 

編集後記編集後記編集後記編集後記 

１０周年にあたり、イベントに多くの方々にお越し頂き、高円宮妃
殿下にもご臨席頂けたことは記念すべきことでした。 

しかし大事なのはこれからの１０年。まさに、「点から線、面」へと
繋げ、広げていかなければという思いを、私ども PEFC アジアプロ
モーションズだけでなく、認証企業さらには全ての企業の皆様に
も再認識して頂きたいと、改めて思ったイベントでした。 

今後共、どうぞよろしくお願い申し上げます。 （堀尾牧子） 

 

 

 

Editor’s �ote 

It was such a great commemorative occasion that we had the honor 

of the presence of HIH Princess Takamadoand and so many 

participants at our 10th anniversary event. However, it is even 

more important to consider how we would expand our activity 

further in the next decade, from points to lines, from lines to planes. 

This event reminded me of this thing, and I hope all certified and 

non-certified companies share the same feeling with me. 

We appreciate your continuous support and willingness to work 

together. (Makiko Horio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

「今年もあと１ヶ月。 

楽しいクリスマスと、年末年始を！ うにゃん♪」 

 

 

“It is only one month left in this year. 

Have a Merry Christmas and Happy )ew 

Year!, meow♪”   
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