2015 PEFC ウィーク・総会 報告
Report on PEFC Week and General Assembly 2015
国際 PEFC ウィークと総会の報告
去る 12 月 7 日より 1 週間にわたりスイス・ジュネーブにて第 20 回 PEFC 総会をかねた PEFC ウィークが開催されました。
総会のプレ会議においては、PEFC 加盟の 40 ヶ国から約 130 名の参加者が「グループ認証の普及方法」、「ブランディング」、
「PEFC 認証林からの風味」、「認証の影響の計測」などのトピックごとにグループに分かれて、活発な意見交換や問題提起
などが行われました。日本からは PEFC アジアプ
ロモーションズと SGEC の代表が「グループ認証」
のセッションに参加して、日本の事情に関する説
明や提言などを行いました。
総会においては、通例の決算、予算、役員の就
任・退任の承認以外に、下記の議題の承認や報
告がありました。
１．ニュージーランドとインドの森林認証制度であ
る NZFCA と NCCF の PEFC 加盟。これにより
PEFC 加盟国数は 41 となった。ニュージーランド
の NZFCA は同時に PEFC の承認を取得。 ハンガリーの森林認証制度の加盟に関しては郵便による承認手続きの
開始予定。
２． PEFC 加盟を目指して、現在地元の森林認証制度の設立準備が進んでいる下記の国の代表によるプレゼンテーショ
ンがあり、各国事情が説明された。
ガーナ、グアテマラ、大韓民国、タイ、ネパール、ベトナム、南アフリカ
なお、上記以外にも同様の動きが進んでおり、今後合計 17 ヶ国の加盟が見込まれる。
３． 2016 年～17 年に渡り 6 規格や要求事項の一部の改正が見込まれており、現在作業グループによる準備が進行中であ
る。
上記以外の各国関連のトピックは以下の通りです。

・ 国連関連
昨年 9 月に開催された国連総会で設定された持続可能な開発目標（SDGs）を紹介するビデオを全員で鑑賞。「貧困への終
止符」「飢餓への終止符」「健康的な生活の推進」などを含む 17 の目標のうち、14 について PEFC など森林認証制度は森林
における作業や森林に依存する人々や共同体などとの協働によって直接的な貢献ができることを確認した。同時に PEFC
がこの件にどのように積極的に関与すべきか、できるかの検討がされるべしとの問題提起があった。

・ アメリカ・カナダ
北米の森林認証制度である SFI は、昨年の 9 月に 25 人～100 人からなる全国の 29 チームによって 1 時間に 202,935 本
の植林をしたことに対しギネス世界記録を受賞した。SFI の代表 Kathy Absow 氏は、設立以来 20 周年を迎えた SFI にとっ
て、このギネス記録はとてもエキサイティングな出来事で、北米における持続可能な森林管理の普及に大きな弾みとなると
報告した。
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・ イタリア
10 月 31 日に終了したミラノ国際展覧会 2015 において, オーストリア、ベルギー、中国、フランス、タイなど多くのパビリオン
で PEFC 認証材が使用された。会議ではその様子を示すビデオが鑑賞された。

・

スペイン
PEFC スペインからは、大成功を収めた３年越しのプロジェクトである「持続可能な森林からの風味」プロジェクトに関する特
別プレゼンテーションがあった。このプロジェクトは、「森林は、ホリスティック（全体的）な観点からももっと関心を持たれるべ
き」との信念に基づき、松の実、クルミ、イベリコハム、キノコ、トリュフ、コルクやバイオマスなどの非木材林産物を認証の対
象とし、味や香りを有するこうした林産品の価値に注目して森林資源のより幅広い活用を図ることを目的とした。
この様に森林認証品の幅を広げることで、マルチ機能的な森林管理の促進を達成できた。プロジェトの成功は、シェフやレ
ストラン、顧客という、人々の間の新たな重要な繋がりが、持続可能な森林管理の大切さへの認識を上げる良い例となった。
スペインでメディアにも登場する有名なシェフが PEFC のロゴマークを表紙に付けたレシピ本を発売、テレビなどでも紹介さ
れたことも認知度アップに大きく貢献した。
＊PEFC アジアプロモーションズは、これらいわゆる非木材林産品は、人間の生活にも大きく関わっている産品で、日本の
PEFC としても、SGEC 認証森林からの椎茸、タケノコ、キイチゴやジャム、蜂蜜、オイルなどこの分野での森林認証製品を

今後、開発・普及する良い事例と考えています。

・ 中国
中国では森林認証規則が新たに施行され、下記の点が中国森林認証委員会（CFCC）の Wang 会長から解説された。
－中国内で CFCC、PEFC、FSC 等の森林認証の審査を実行する認証機関は、業務遂行に対して中国認証認定管理局
（CNCA）の認可を受け、さらに、中国適合審査認定サービス（CNAS）による認定を受なければならない。CNCA の認可は
2015 年内に受けなければならず、これが出来ない場合は、認証機関はそれを受けるまで業務停止となる。
新規に参入する認証機関は CNCA や CNAS が定めた要求事項を満たす必要がある。CNAS の認定をすでに受けている
中国系や外資系の認証機関数社はすでに CNCA の認可を受けており、要求事項を満たしている。
－上記の森林認証規則は、CNCA の認定を受けている認証機関は中国の国家規格（2014 年に PEFC の承認済）または中
国部門規格に照らした認証審査の実行を要求しており、社内の関連技術文書についてもこの規則に見合う改正が求めら
れる。この移行の段階における市場の安定を図るため、FSC の FM 及び COC 認証書を維持するためには、認証書の所
有者は今後の CFCC の FM 認証と COC 認証（＝PEFC）を取得しなければならない。
・ 表彰を受けた国
CoC 増加：
PEFC スペイン（年間 150 件増加）、スエーデン、マレーシア
認証林増加： 中国の認証制度 CCFC（認証林面積 5.5 百万 Ha を達成）、PEFC スエーデン、PEFC カナダが各々100 万
Ha の伸びを記録により PEFC 評議会から表彰

Report on PEFC Week and General Assembly 2015
PEFC Week, including the 20th PEFC General Assembly, was held at Geneva, Switzerland (7th –10th) December. In the
preceding meetings of General Assembly, about 130 people participated, separating themselves into several groups, to each of
which was given a discussion topic such as “Making Group Certification Work for Everyone”, “Tastes from Certified Forests”,
“Measuring Impact -Demonstrating Value to Stakeholders” and “Identity and Branding” for exchanging opinions and
information. From Japan the representatives of PEFC Asia Promotions and SGEC participated in the “Group Certification”
group for presenting and explaining the current
situation in Japan and making suggestions based upon
the past experiences
During the General Assembly, following issues were
approved or reported in addition to usual agenda such
as financial reports, annual budget, appointment and
resignation of directors;
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New national members admitted: national certification systems of India (NCCF) and New Zealand (NZFCA). At the same
time, NZFCA achieved PEFC endorsement. With this, the total number of the PEFC national members has become 41.
Approval of admission of Hungary’s national forest certification scheme will be proceeded by ballot
Presentations made by the representatives from the under-mentioned countries where the establishment of national forest
certification schemes are in progress;
- Ghana, Guatemala, Republic of Korea, Thailand, Nepal, Vietnam, South Africa
Including the above, there are similar moves in some other countries as well, totaling 17 countries.
Revision of six standards/requirements is planned for 2016 and the relevant works by the Working Group is in progress.

In addition to the above, following were reported as highlights of the members’ activity in 2015;

・ UN-relation
Viewing the UN Global Goals for Sustainable Development (SD) video, it was confirmed that PEFC, as a grassroots
organization, has an extremely important role to play in achieving the SD Goals and can deliver 14 of the 17 UN goals on the
ground through our work with forest certification and forest-dependent communities. The goals are part of the UN’s 2030
Agenda for SD adopted by world leaders at the UN SD Summit in September 2015 to end poverty in order to achieve SD.

・North America
The North American forest certification system, SFI, was awarded Guinness World Reords title last September, planting
202,935 trees in one hour. SFI, PEFC’s North American member, partnered with 29 teams of 25-100 people each to plant
trees. "As SFI celebrates its 20th anniversary, I can't think of a more exciting way to to recognize and reinforce our
commitment to healthy forests and sustainable communities, and to reaffirm that the actions we take today can have a
significant and material impact on the future of our forests," said Kathy Abusow, president and CEO of SFI.

・ Italy
PEFC Italy showcased a video which highlighted PEFC certified wood used at the World Expo 2015 in Milan. Expo
pavilions from several countries including Austria, Belgium, China, France and Thailand featured PEFC certified wood.

・ China
Wang Wei, Chairman of the CFCC detailed the Chinese government’s announcement regarding new national Forest
Certification Rules which set the requirements for all forest certifications operating in China.
Certification bodies (CBs) wishing to conduct FM and COC audits, including CFCC, PEFC and FSC in China, will have to
be authorized to conduct business in China by the Certification and Accreditation Administration (CNCA) of China and will
have to be accredited by the China National Accreditation Service for Conformity Assessment (CNAS), and CNCA’s
approval must be completed before the end of 2015, otherwise the CBs have to quit the business until they get the approval
by CNCA. New entrant CBs are welcome provided they successfully meet the requirements set out by CNCA and CNAS.
CBs that have already achieved accreditation by CNAS including the domestic and the foreign ones already received
approval by CNCA, and are in the conformity assessment application process by CNAS.

・ Spain
PEFC Spain made a special presentation on their 3 years project titled “Tastes of Sustainable Forests”. This project aimed at
promoting multi-functional management of forests through highlighting the flavors and aromas of forest resources such as
pine nuts, chestnuts, Iberian ham, mushrooms, truffles, cork and biomass with the belief that forest have to be regarded from
a holistic point of view.
By the success of this project, PEFC Spain presented a very good example of raising the level of the market perception of
forest certification by highlighting the important linkage among people such as chefs, restaurants and customers. In the
project, a famous chef who is often featured by Spanish media introduced on TV his new cooking book which carries PEFC
logo on the front page.
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＊PEFC Asia Promotions considers this is a very good example of promotion of forest certification through development of
SGEC-certified non-wood forest products such as shiitake, bamboo shoot, berries/jams, honey and tree oils that are
closely related to people’s daily life.
・Annual Growth Awards
CoC certificates: PEFC Spain with over 150 news certificates, to which followed PEFC Sweden and MTCC (Malaysia).
Certified Forests Area: CCFC, with the achievement of 5.5 milliom hectares. Awards also went to PEFC Sweden and PEFC
Canada, each increasing their area of certified forest by more than a million hectares.

編集後記
毎年総会では、新しい加盟国、新しく PEFC による相互承認とな
った国が表彰されていきます。次回 2016 年の PEFC 総会では、
いよいよ日本の SGEC の相互承認が表彰されることを切に願っ
て帰国致しました。（堀尾牧子）

Editor’s Note
At the General Assembly every year, new member countries and
newly endorsed schemes by PEFC are awareded. I really hope
that SGEC, the Japanese scheme, will be awarded for the
endorsement at the General Assembly of this year. (Makiko
Horio)

「クリスマスからお正月まで、
食べ過ぎかにゃ？！ うにゃん♪」
“Do we eat too much from
Christmas till new years’ !?. Meow♪”
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