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SDGsに大きく貢献する

2021年版

本ガイドの発刊にあたって

現在、「持続可能な開発目標SDGs」が、世界が取り組むべき重要な課題となっていますが、

持続可能な森林管理の実現は目標達成に不可欠な取り組みとなっています。

森林認証は、持続的に管理されている森林を証明するとともに、こうした森林から産出され

た材料で作られた木製品や紙製品などを証明する、まさにSDGsの達成に貢献する仕組み

です。

国際的な森林認証制度の一つであるPEFCは、世界的に環境問題が取り上げられた1992年

の地球環境サミットの流れを受け1999年に創設された制度で、その特徴は、それぞれの国

で作られている国内の認証制度を尊重し、その規格がPEFCの要求するレベル以上であれ

ば、承認するという仕組みにあります。2020年現在、PEFCには55カ国が加盟し、うち日本

を含む48カ国がその国内規格の承認を受けています。

日本の認証制度であるSGECの規格は2003年に国内最初で唯一の規格として作られ、

2016年にPEFCの承認を受け、以来、国際的にも通用する規格に発展しました。SGECの認

証森林は近年順調に伸び、2020年には200万haを超えました。これは日本の人工林の面積

1000万haの2割に相当しますが、それでも未だ日本の森林面積全体でみるとその1割にも

なっていないのが実情です。

今後、森林認証をさらに拡大していくためには、行政、企業、一般の方々が率先して認証さ

れた製品を選んで購入することが重要です。こうした認証製品を選択し購入が促進される

ための一助となる情報となるべく「森林認証促進協議会」と連携して本ガイドを作成し、

皆様方に配布することとした次第です。

皆様方におかれましては、グリーンな製品の調達等のご参考としていただきたくお願い申し

上げます。

一般社団法人　緑の循環認証会議会長

佐々木 恵彦

2021年3月

当ガイドブックは、森林認証制度SGEC/PEFCの基準を満たし認証された、森林所有者・管理者・自治体、及び企業・団体の
一覧です。認証された材や製品を、選択・加工・生産そして購入して頂く際の、ガイドとしてお使いください。

● 本文はFM認証とCoC認証※1に分かれており、その後は五十音順となっております。
（紙面の都合上、五十音順が若干前後していることもありますのでご了承ください）
CoC認証の各企業、団体については、
「木材・建材」関連企業・団体は社名の右側に ●印、
「紙」関連企業は社名の右側に ●印をつけてあります。

● 巻末には、2種類の索引があり、用途により一覧から選んで頂き、該当ページをご覧ください。
業種別索引
・ CoC認証取得企業・団体のみ掲載しています。
・ FM取得者は都道府県別索引に掲載しています。
・ 調達材、調達品の用途を検索時にご利用下さい。
・ 一つの企業で、複数の業種に掲載されているケースがあります。
都道府県別索引
・ FM取得者は[FM]と記載しています。
・ 一つの企業で、複数の都道府県に掲載されているケースがあります。（営業拠点のある都道府県）

※1　FM認証＝森林所有者・林業関係者のための「森林管理 (Forest Management:FM)」
　　 CoC認証=加工・製造・流通関係者のための「加工流通過程の管理（Chain of Custody）」

2020年9月までにSGEC/PEFCジャパンに報告された認証データをもとに作成しています。
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国連が定めた「持続可能な開発目標（SDGｓ）」は、すべての
人にとって、より良い持続可能な未来を達成するための青写
真です。
SDGｓの達成のために、持続可能な森林経営は大きな役割
を果たします。

国際森林認証制度PEFCは、世界の、そして地域の森林を対
象に、森林認証を通じて持続可能な森林経営を推進し、森林
を守っています。
PEFCは、森林の可能性を最大限に発揮させることで、SDGｓ
の達成に貢献します。

Sources:* Booklet: Global Forest Goals and Targets of  the UN Strategic Plan for Forests by 2030

** “Tracking restorationin natural and urban field settings”‒Journal of Environmental Psychology 2003
*** The Conference Board®
Global Consumer Confidence Survey, conducted in collaboration with Nielsen, Q2 2017

世界で3億2千万ヘクタール以上のPEFC認証林が
国際的に認められた持続可能性の基準に基づき認証されて
います。
詳しくはwww.pefc.orgをご覧ください。

PEFCは世界最大の
森林認証制度です。

貧困の撲滅
世界で16億人が

生活や仕事を森林に依存 飢餓ゼロ
森林は毎年76百万トンの

食糧を供給＊

ジェンダー
3億3千万人の女性が
1日1.9ドル以下で生活

教育

保健
森林のもつ、心を癒し回復させる力＊＊

持続可能な森林経営は
何百万人もの生計向上に
貢献

実施手段
PEFCは、SDGsのパートナー
として、メンバー国51ヵ国のほ
か、30以上の国際機関等が会
員となり運営

不平等の是正
家族、コミュ二ティ、
先住民が世界の森林の

30%を管理
PEFCのグループ森林認証
で、小規模森林所有者が
世界市場にアクセス可能

都市
2050年までに
世界人口の70％が
都市に移住

PEFCプロジェクト認証に
より、認証材や認証エンジ
ニアードウッドの建築への
利用を推進

生産・消費
世界の消費者の81%が

企業は環境改善に取り組むべきとの
強い意向＊＊＊

PEFCラベルが、企業や消費者の
責任ある選択を支援

気候変動
世界の森林は人為的なCO₂排出の

40%を吸収
持続可能な森林経営は、気候変動の
緩和と適応に中心的役割

陸上資源
地球上の動植物種の80%が

森林に存在
生物多様性保全はPEFCの根幹。世界の認証
森林の60%はPEFC基準により管理

海洋資源
持続可能な森林経営により、土砂の
流出を減らし、河川や沿岸域の環境
を改善し、水域生態系を保全

PEFC森林認証は、林業労働者や
コミュニティの能力や理解の向上
に関する基準を規定

平和
PEFCの基準制定は、多様な
関係者の参画、コンセンサ
ス、継続的な改善、透明性と
いった原則により実施

PEFC森林認証により、森林経営への
女性の参加を推進

PEFC森林認証は、森林の保健休養
機能の持続的な発揮を推進

水と衛生
水源林エリアが世界の淡水の

75%を供給＊

PEFC森林認証基準は、水源
涵養と土壌保全を規定

成長と雇用
途上国での世帯収入の
22.2％は森林関連
PEFCの社会基準は
林業労働者の機会
均等と非差別を規定

エネルギー
木質系燃料は、

再生可能エネルギーの
約40％を供給

PEFC森林認証は木質エネルギー
原料の責任ある調達を保証

PEFCの森林外樹木や非
木材林産物の認証は食
糧の安定供給に貢献

イノベーション
1m3の木材は、
1トンのCO₂を貯蔵
PEFCの建築と衣料に関す
るキャンペーンは林産物の
責任ある調達を推進
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森林認証制度SGEC/PEFCの役割
森林がもたらす環境、社会、経済的な恩恵を、私たち全員が地球・国・地域それぞれにおいて確実
に享受することを可能にするための有効な手段のひとつとして、信頼性を持つ認証の基準に基づ
き、持続可能な森林管理を促進します。

森林認証制度発展の経緯
森林認証制度は、世界の森林の保全に関する懸念に対処法する手段として、「持続可能な開発」を
人類発展の共通ゴールと定めた1992年の国連リオ地球サミットの成果の一つとして立ち上がり
ました。
PEFC森林認証制度相互承認プログラム(Programme for the Endorsement of Forest 
Certification schemes)は、各国の森林認証制度を承認する国際組織として、1999年6月に欧
州11カ国の参加の下、発足しました。
以来それぞれの国の政治・経済・環境・文化的な実情を反映しつつ、国際的に認められている要求
事項を満たす各国独自の森林認証の発展に寄与してきました。
現在では、加盟国は欧州以外に北米、アジア、南米にも広がって世界最大の規模の森林認証制度
となり、世界の何百何千という森林所有者がPEFCの認証を取得しています。

20世紀末　世界的な森林の減少・劣化が大きな環境問題に

1998年　ISO/TR14061

持続可能な森林管理の基準・指標の策定
［政府間プロセス］
・ヘルシンキプロセス（欧州）
・モントリオールプロセス（欧州以外の温帯）
・タラポトプロセス（アマゾン流域）　他

・適切に管理された森林からの
製品需要
・エコラベルの氾濫（玉石混淆）

ISO認証手順を採用

WWFなどが
主導

2004年 AFS（豪州）、CertforChille（チリ）

2014年 SGEC（日本）加盟
2015年 アジア各国に急展開

2005年 CSA（カナダ）、SFI（アメリカ）が相互承認
欧州から世界へ展開

1992年　地球サミット “持続可能な森林管理”

1999年　PEFC創設

1993年　FSC創設

信頼できる制度を

森林認証制度　SGEC/PEFCとは
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森林認証制度の仕組み～森から製品まで
森林認証とは、森林が持続可能な管理を行っていることを証明する『森林管理認証（FM）』と、
認証された森林から伐採された木材が加工・流通を経て製品として消費者に届くまで、認証され
た材料以外のものと分別管理するための『生産物認証（CoC）』とで成り立っています。
認証された材料の情報（出処など）を明確にすることにより、認証の連鎖の証明が可能となるとと
もに、生産された木材・紙製品にロゴマークが付けられます。

持続可能な森林管理の基準 持続可能な森林管理の基準は、環境・社会・
経済の三つの側面からなり、これらがバランス

よく守られていることにより、
森林の“持続可能”な管理が
実現します。

森林管理認証
（Forest Management）

CoC認証
（CoC：Chain of Custody）
製品が消費者に届くまでの全
工程で原材料の認証情報を追
跡（トレース）

認証された製品が認証林から
来ていることを証明するための
仕組み

森林から製品までの連鎖上に
ある各企業がCoC認証を取得

PEFCのロゴが付いた商品が
消費者の皆さんに届く

森林が持続可能に管理されていることを、
第三者機関が検証、認証

社会

森林認証制度　SGEC/PEFCとは
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●植物相、動物相の維持・増大
●生物多様性・危惧種の保護
●価値ある生息地の保護
●水質と土壌の保全
●伐採後の再生

●地元住民への就労機会
●森林所有者の収入
●素材としての木材の提供
●林業・紙・木材業、貿易

●就労者の健康と安全
●先住民や林業従業者の人権と
　労働権利の尊重
●地域コミュニティーのための
　森林の多角的な利用
●精神・宗教・伝統、景観上の
　役割と価値

環境

経済



SGEC認証材を使用した建築物の例

有明テニスの森公園
クラブハウス・インドアテニスコート
構造用集成材を使用した屋根プロジェクト」

東京都のスポーツ施設では
初のSGEC/PEFCプロジェクト認証

世界で、日本で、広がるPEFC・SGECロゴ

世界の多数の国、大企業、団体などの調達方針に
PEFCは受け入れられています

これ以外にも、PEFCは世界中の政府・民間の調達方針で受け入れられています。

←小池百合子・東京都知事への認証書授与式
　（2019年8月）

「静岡県富士山世界遺産センター」
逆さ富士の木格子

「初のSGEC/PEFC認証の個人住宅」
（大阪府）
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「

Japanese  Clean Wood Act U.S. Lacey Act

EU Eco Label

Australian Illegal Logging Prohibition Act

CPET by UK

TPAC by Dutch 日本での
PEFCロゴ採用例

PEFCのロゴは、部門を超えて
消費者に林産品の信頼性を再確約します

世界で、日本で、広がるPEFC・SGECロゴ

日本各地の牛乳　紙パック

セブンイレブンでのお茶シリーズ

ドール

学校給食の牛乳

江崎グリコ

江崎グリコ

雪印
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日清ピルクル



各社コピー用紙

（アスクル）

（カウネット）

パックの箱（コーセー）

ワインショップ
ENOTEKAでの
ワイン木箱

のし袋（マルアイ）

色鉛筆（トンボ）

食品トレー(オーマイシリーズ)

NTT開通通知
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SGEC、PEFCのロゴがついた商品がございましたら、ぜひサンプルまたは写真をお送りください

企業の社会的および環境的責任を示す最良の方法のひとつは、持続
可能な方法で管理された森林からの製品を供給することです。しか
し、あなたがそれを伝えない限り、誰も知りません。PEFCやSGEC
のロゴを使うことは、御社の製品が、現在そして未来に渡ってわたし
たちの空気をきれいにし、気候変動も緩和してくれる持続可能な森
林から来ていることを示してくれます。PEFCやSGECのラベルが付
いた製品を使っていくことで、私たちの森林を保護し、それを証明す
るのに役立ててください。

“One of the best ways to show your company’s social and environmental responsibility is to supply products from 
sustainably managed forests. But unless you communicate it, nobody will know. Using the PEFC/SGEC logo shows 
customers that your products come from sustainable forests which clean our air and mitigate climate change – 
now and in the future. Help protect our forests and prove it by using the PEFC/SGEC label.”

PEFC本部 事務局長/CEO ベン・ガニバーグからのメッセージ

１つでも多くの、SGEC/PEFCロゴマークのついた
製品・商品を増やすべく、ご協力をお願いします

ご使用申請・お問い合わせは…

03-6273-3358　info@sgec-pefcj.jp まで

世界で、日本で、広がるPEFC・SGECロゴ

ティッシュペーパー
（ユニバーサルペーパー）
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Ben Gunneberg

雪印メグミルク

構造材（インノショウフォレストリ）

世界初
SGEC/PEFC認証のお菓子

「ちちぶまゆ」（森林認証のもり）

コピー用紙(エイピーピー)


