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1. PEFC 新 CEO の決定とインタビュー
まずは、PEFC インターナショナルの CEO、事務局長への就任おめでとうご
ざいます。
Q:2011 年以来、森林認証に携わることになった経緯を簡単に教えてくださ
い。
A:環境・品質管理、組織開発、持続可能なサプライチェーン開発などの分野
で、コンサルタントおよび審査員として働いていた 10 年以上の間で、PEFC
を知り、各国の PEFC 森林認証システムの開発・改訂に携わった経験から、
認証・認定プロセスの要求事項や手続きに関する知識と経験を得ることが
できました。
Q:これまで本部のテクニカル担当、そして事務局長代理としてこられまし
た。PEFC の新事務局長 CEO としての抱負、どんな森林認証制度にしていき
たいですか。
A:新たな形でのサービスを提供する能力を強め、現場とサプライチェーンにとって真に有意義なものを提供するよ
う努めたいと考えます。重要なのは世界や地域のステークホルダーとの連携を深めることです。このことは彼らが
私達の活動からどのように利益を得て、私達がどのように更なる価値を提供できるかの理解につながります。私達
のメンバーは、現場にいる人々、森林を管理し、森林に依存している人々、そして私たちが最終的に繋がりたい人々
との直接的な接点であるという重要な役割を果たします。
Q:最後に、23 年間で 50 カ国を PEFC に加盟させたベン・ガニバーグ氏にメッセージをお願いします。
A:ベンが PEFC のために行った全ての仕事に感謝しています。彼の指導力のもと PEFC は世界中の森林と、森林に依
存する人々の生活に、実際かつ測定可能な変化をもたらしました。共に仕事をした 10 年間で私は、組織と人々、
そして持続可能な森林管理に対する彼の献身と忠誠に感銘を受けました。ベンが PEFC に捧げたのと同じ献身と情
熱を持って、これからの活動に取り組まれることを期待したいと思います。
ありがとうございました！更なる PEFC の発展に一緒に頑張ることを楽しみにしています。日本にも是非、近いう
ちにお待ちしております。

The new CEO of PEFC, Appointment & Interviews
Let us congratulate on your new appointment as a new CEO/Secretary General of PEFC International.
Q:Could you tell us briefly how you came to be involved in the forest certification PEFC in 2011?
A:During the time while working as an independent consultant and assessor in environmental and quality
management, organizational development and sustainable supply chain development for over ten years, I came to
know PEFC with experience in the development and revision of national PEFC forest certification systems. This
enabled me to bring detailed knowledge of requirements and procedures of certification and accreditation processes.
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Q:After your charge of technical matters and Deputy Secretary General, now as a new CEO of PEFC, what are your
aspirations and what kind of forest certification system would you like to target for the future?
A：We want to strengthen our ability as an innovative service provider and to deliver meaningful impact on the
ground and along the supply chain. Important is to deepen our collaboration with stakeholders globally and locally,
which will allow us to better identify how they can best benefit from our work and for us to understand how we can
provide additional value. Our members play an important part in this, as they are the direct link to the people on
the ground, to those that manage forests and rely on forests, and are ultimately the ones that we want to reach.
Q:Lastly, could you leave a message for Ben Gunneberg, who has achieved to let 50 countries become as members to
PEFC during 23 years?
A:I would like to thank Ben for all the work he did for PEFC. Under his leadership, PEFC made a real and
measurable difference in forests around the world and in the lives of people who depend on these forests. Over the
ten years we worked together, I was always impressed by his commitment and loyalty to the organization, to its
people and to sustainable forest management. I would like to wish Ben all the best in his future endeavours, which
I have no doubt he’ll undertake with the same dedication and passion he gave to PEFC.
Thank you very much! We look forward to working together for further develop of PEFC and we will be welcoming you
to Japan very soon.
2. SFI の COC の PEFC 承認
北米の森林認証制度 SFI(Sustainable Forest Initiative)は、
2005 年に FM（森林管理認証）が PEFC の承認を受けていまし
たが、このたび、COC についても本年 5 月 17 日付けで承認さ
れました。これにより今後、SFI 認証については、PEFC 認証と
して流通が可能となります。ただし SFI 認証原料・製品はそ
のままでは PEFC 認証として供給・流通ができず、供給事業者
に「SFI 認証」の主張およびロゴラベルを「PEFC 認証」に変え
るあるいは追加して頂く必要があります。SFI 認証原料・製品
を輸入・取り扱いされる PEFC-COC 認証企業はその旨、供給先
に連絡を行って下さい。
SFI-COC の PEFC 承認により、今後益々、日本国内での PEFC 認
証紙の流通が増えていくことを期待しております。

SFI’s COC is endorsed by PEFC
The COC of Sustainable Forest Initiative (SFI), a forest certification system in North America of which Forest Management
(FM) has been endorsed by PEFC since 2005, was also finally endorsed as of 17th May, 2022. By this endorsement, SFI
certified raw materials/products can be PEFC certified. PEFC COC certified companies importing and handling SFI
certified raw materials/products are required to request their suppliers to replace SFI claim and logo label to PEFC or add
it.We hope that endorsement of SFI-COC by PEFC will lead to an increase in the supply of PEFC certified paper in Japan
soon.
3. ミニセミナーの開催
昨年開催しました「ブランドみらい☆企業の魅力アップセミナー」の続編として、今年は「ミニセミナー」を複数
回開催します。第 1 弾「SDGs x 森林認証の基礎知識」(5 月 25
日開催)には、約 270 名が視聴され、森林認証への関心の高さ
が伺われました。また第 2 弾「SDGs x 減プラ」は 6 月 15 日
に開催、環境省様より４月に施行された「プラ新法」や、海洋
への使い捨てプラスチックゴミ問題などを CLOMA 様よりご講
演頂きました。

“Mini-Seminar-series 2022” started to organise
As a sequel to the "Brand and Future Seminar" held last year, we
are going to organize "Mini Seminars" this year as many as we
can.The first one, " SDGs x Basic Knowledge of Forest
Certification" (held on May 25), got about 270 people viewed the
seminar, showing many interest in forest certification. The second
seminar, "SDGs x Reducing Plastic Waste," held on June 15,
featured a lecture on the "New Plastic Waste Law" by Ministry
of Environment that went into effect in April and the problem of
single-use plastic waste going into the ocean by CLOMA.
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4. 2 年ぶり「森林認証セミナー」リアル開催 （北海道）
コロナの影響によりしばらく開催ができずにいましたが「森林認証セミナー」を、2 年ぶりに北海道札幌にて、北
海道庁のご協力を得て開催致しました。ディスタンスをとりつつ 34 名様のご
参加があり、SGEC/PEFC ジャパンからは SGEC 規格改定について、2 年間の活
動、などについてご報告させて頂きました。

Real “Forest Ceｒtification Seminar” held after 2 years (Hokkaido)
After two years since the COVID disaster, a real seminar was held in Sapporo,
Hokkaido, with the cooperation of the Hokkaido Government with 34 participants.
SGEC/PEFC Japan reported on the revision of SGEC standards, activities during
the past two years, etc.
新規認証取得企業の紹介 Introduction of Newly certified companies
5．日本初！ネット通販印刷会社～帆風
2014 年からネット印刷通販を開始していた同社は、このたび日本で初めてこの分野での PEFC CoC 認証を取得しま
した。最近は企業のみならず個人のお客様からも、「環境に配慮した紙」への印刷
の受注が増加しているとのことで、今後、ラインナップも充実させ PEFC 認証紙へ
の印刷案件が増えていくよう「頑張ります」との心強いメッセージを頂きました。

Japan’s First! Internet -mail-order printing company -Vanfu
This company, started online mail-order printing business in 2014, got PEFC COC
certification as the first company in this field in Japan. Recently, number of orders for printing on "environmentally friendly paper" has been increasing from both corporate and individual customers, and they committed to "do our best"
expanding their products lineup and increase the number of orders for printing on PEFC-certified paper.
6. 大手ハウスメーカー～積水ハウス
同社はこれまでにもプロジェクト COC 認証にて一般住宅の建築の実績がありますが、
このたびシャーウッドでの SGEC/PEFC の COC 認証を取得されました。業界を牽引され
る大手ハウスメーカーとして、SGEC/PEFC プロジェクト認証を一般消費者の皆様にも広
げていってくださることを期待しております。

Major homebuilder – Sekisui House
Sekisui House already has built houses with Project COC certification so far, and has now
acquired SGEC/PEFC COC certification for wood-framed houses “SHAWOOD”. As a leading housing maker in the
industry, we hope that they will spread SGEC/PEFC project certification more in Japan specifically to the general public.
特集：SGEC と PEFC みつけ隊！

Special Topic: Discovery Crop! SGEC and PEFC logo

【紙パック容器、続々と PEFC 認証紙採用！】
スジャータめいらくグループは、持続可能性への取り組みの一つとして、
「環境にやさ
しい包材」の使用を積極的に取り組んでいます。独自の「SUJAHTA ECO PACKAGE」マー
クは森林認証紙・バイオマスプラスティック・バイオマスインキ・紙使用包材の使用
といった 4 つのビジョンを示しています。それらを軸に、スジャータめいらくグルー
プは包材のみならず環境対策を強化すると多方面コミットメントしています。
HP: http://www.sujahta.co.jp/company/environment.html
【Paper carton containers are adopting PEFC-certified paper one after another!】

Sujahta Meiraku Co., Ltd. actively makes effort to the use of "environmentally friendly
packaging materials" as part of its sustainability activities.The original "SUJAHTA ECO PACKAGE" mark represents four
visions: the use of forest certified paper, biomass plastic, biomass ink, and paper-based packaging materials.With these as
the core, Sujahta Meiraku Co., Ltd. is committed to strengthening its environmental efforts, not only in packaging materials,
but also in many other fields. HP: http://www.sujahta.co.jp/company/environment.html
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【 ホ ー ム セ ン タ ー や 100 円 シ ョ ッ プ で も PEFC 認 証 紙 の 取 扱 い 増 加 】
昨今、ホームセンターで販売されている家庭紙にも PEFC 認証紙の採用が増えていま
す。ＤＣＭ株式会社(日本最大級のホームセンター、全国 669 店舗を展開)はプライベ
ートブランドの「ＤＣＭブランド」キッチンペーパーやトイレットぺーパーに PEFC
認証紙を採用。また、北関東を中心としたホームセンターカンセキ（株式会社カンセ
キ、グループ 78 店舗展開）の PEFC 認証紙の売り場では、消費者へ分かりやすいメッ
セージで PEFC 認証製品を紹介しています。また 100 円ショップの Seria でも PEFC 認
証紙のキッチンタオル（製造：カミ商事株式会社）が店頭に並んでいます。多くの PEFC
マークのついた PEFC 認証製品が続々と増えています。一般消費者にも PEFC 認証紙
の認知度が上がることを期待します。

【 PEFC-certified paper products at home depot and 0ne doller shop increasing】
Recently, PEFC-certified paper is increasingly selected in household paper at home depot. DCM Co., Ltd. (one of the
largest home depot in Japan, 669 stores nationwide) chooses PEFC-certified paper for own brand“DCM brand”of
kitchen paper and toilet paper.In addition, the PEFC-certified paper section of the home depot Kanseki (78 stores managed
by Kanseki Co., Ltd.), mainly in the northern Kanto region, introduces PEFC-certified products with an easy-to-understand
message to the consumers.The one doller shop, Seria Co.,Ltd.also now sells PEFC-certified paper kitchen towels
(manufactured by KAMI SHOJI Co.,Ltd.) in its stores.The number of PEFC-certified products with the PEFC logo is
increasing more and more. We hope it will lead to raise awareness more about PEFC-certified paper in general public.

最新データ Fact and Figures
森林認証面積 Certified forest area
COC 認証数

Number of COC certification

2 年続けて PEFC の会議はすべてオンライ
ンになっていましたが、3 年ぶりの！リア
ル PEFC メンバー国会議が 5 月にアイルラ
ンド・ダブリンで開催されました。各国か
らの同僚たちと久々にハグをし、一緒に食
事をし、公私の近況を報告しあう機会は、
やはりオンラインでは得られない大切な
ことがたくさん。頻繁にメールをやり取り
しながらも初対面の本部同僚、逆に 2 年の
間に去った人、「太った？」「年取った？」
などお互いの中のデータもアップデート
しました。普段は別々の国で真剣に仕事を
していても、同僚であり時には友人でもあ
る、そんな PEFC の中で SGEC/PEFC ジャパ
ンも一員であることを誇りに頑張って参
ります。

2022 年 3 月末現在

世界
国内
世界
国内

「あたしはお家に
いるのが一番にゃ
ん♪」 by プリん
"Stay home is the
best for me, meow ♪
" by Pudding

Data: End of March 2022

: 326,225,283ha
:
2,152,120ha
：
12,638 件
:
494 件
All the PEFC meetings were replaced to online
for 2 consecutive years and the first real PEFC
Members Meeting in 3 years was held in
Dublin, Ireland! We recognized that occasion
valuable which we never found through online,
by hugging each other, eating together, talking
about ourselves both on work and private with
colleagues from all over the world. I met
colleagues for the first time with whom have
been communicating very often in 2 years, or
found some colleagues already left, updated
our data in our mind such as “got fat?”, “got
old?”, etc…. We are all usually working hard
but are colleagues beyond the country,
sometimes friends as well, to which I am proud
of SGEC/PEFC Japan as one of it.
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