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PEFC and Forest Bathing: benefits of certification
「PEFCと森林浴：認証取得のメリット」



自然は私たちにとって良いもの
Nature is good for us



自然は良いもので、私たちを快適にしてくれます

Nature is good and makes us feel good



Why Nature is good and makes us feel good?

Having Forest Bathing activities is associated to a better wellbeing and higher quality
of life; therefore in some Countries it is recognised as a «preventive Medicine» to 
reduce the impact of potential diseases or health disorders

The Hippocratic school 5th century 
BC: the healing force of nature

Shinrinyoku: traditional Japanese practice → physical and mental 

benefit from immersion in the forest atmosphere



なぜ自然は良いもので、
私たちを快適にさせてくれるのか？

森林浴は、より良い健康状態や生活の質の向上につながることから、国によっては、

潜在的な病気や健康障害の影響を軽減する「予防医学」としても認識されています。

紀元前5世紀のヒポクラテス学派：
自然の治癒力

森林浴：
日本の伝統的な取り組み→森の空気に浸ることで心身に効く



自然は良いもので、免疫システムを助ける
Nature is good and helps the immune system





www.pefc.it

PEFCの森林生態系サービス
認証規格

Certification Standard of 
Forest Ecosystem Services 
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PEFC ITA – SE:2021

序文 Introduction



Which documentation is necessary after 
Sustainable Forest Management certification?

TOURISM AND RECREATION 
• Accessibility
• infrastructures of the area 
• recreational activities, …

• Information signs and trail signs
• communication
• infrastructure maintenance
• adequate network of touristic trails
• trails for disadvantage people …

FOREST BATHING
• Forest structure (density, hight, species) and its age
• Panoramic and scenery points
• Presence of water and stony areas
• Places with «Fascination», «Being away», «Scope» 

and «Preference» requisite
• Chemical characteristic of the air (monoterpen, 

Negative ions
• Photosintetic activities

+

• Localization via GPS coordinates of the areas interested by the certification 
• Bibliographic information on the data sources used
• Compilation of PEFC checklists for mandatory specifications



持続可能な森林管理（FM)の認証取得後に
どのような書類が必要ですか？

観光とレクリエーション
• アクセシビリティ
• 地域のインフラストラクチャー
• レクリエーション活動、...
• 案内標識、トレイル標識
• コミュニケーション
• インフラ整備
• 観光用歩道の適切なネットワーク
• 障害者のための歩道

森林浴
• 森林の構造（密度、高さ、樹種）とその年数
• 景観と風景ポイント
• 水辺や石のある場所

• 魅力的」「遠方」「範囲」「優先傾向」が優れた場
所

• 空気の化学的性質（モノテルペン、マイナスイオン）。
• 光合成活動

+

• 認証の対象となる地域のGPS座標による位置特定
• 使用したデータソースの参考文献情報

• 必須条件のためのPEFCチェックリストの作成



この認証規格の作成者
Who created this Certification standard

Francesca Dini, Ph. D.
フランチェスカ・ディーニ博士

Antonio Brunori, Ph. D. 
アントニオ・ブルノリ博士

Marco Mencagli, Agronomist 

マルコ・メンカーリ氏 農学者



Which documentation is necessary after 
Sustainable Forest Management certification?

PRINCIPLE 2 - PERCEPTIVE
• 2.1: Forest structure (3 requirements)
• 2.2: Overall Orography (4 requirements)
• 2.3: Structural complexity of the place (3 requirements)
• 2.4: Scenic / landscape features (5 requirements)

PRINCIPLE 3 - SEMANTIC
• 3.1: The elementary perceptual components (4 requirements)
• 3.2: Components with a clear archetypal meaning (4 requirements)

PRINCIPLE 4 - COGNITIVE
• 4.1: Requirements identified by the "Attention Restoration Theory" 

... (6 requirements)
PRINCIPLE 5 - PHYSIOLOGICAL
• 5.1: Negative air ionization (3 requirements)
• 5.2: Emission of monoterpenes (2 requirements)



持続可能な森林管理（FM)認証取得後に
どのような書類が必要か？

原則2：知覚的要素

• 2.1: 森林構造 (3つの要求事項)

• 2.2: 全体的な地形 (4つの要求事項)

• 2.3: 場所の構造的複雑さ (3つの要求事項)

• 2.4: 風景・景観の特徴 (5つの要求事項)

原則3：意味的要素

• 3.1: 知覚の基本要素 (4つの要求事項)

• 3.2: 明確なシンボル的な意味を持つ構成要素 (4つの要求事項)

原則4：認知的要素

• 4.1: 「注意力回復理論」によって明らかにされた要求事項・・6つの要求事項）

原則5：生理的要素

• 5.1: 空気のマイナスイオン化（3つの要求事項）

• 5.2: モノテルペン（揮発性有機化合物）の放出（2つの要求事項）



What is that characterise Forest Bathing?

PRINCIPLE 2 – PERCEPTIVE = 15 indicators
2.1: Forest structure (3 specifications)
2.2: Overall Orography (4 specifications)
2.3: Structural complexity of the place (3 specifications)
2.4: Scenic / landscape features (5 specification)



森林浴の特徴は何でしょうか？

原則２ – 知覚的要素 = 15の指標

2.1: 森林構造 (3つの項目)

2.2: 全体的な地形 (4つの項目)

2.3: 対象箇所の構造的複雑さ (3つの項目)

2.4: 風景・景観の特徴 (5つの項目)



What is that influence Forest Bathing?

Several theories have been produced aimed at how nature acts on our 
psyche, inducing favorable adaptive responses of our body
- EVOLUTIONARY THEORIES (including: O. Wilson -> Biophilia)
- ATTENTION RESTORATION (R. Kaplan & S. Kaplan)
- STRESS REDUCTION THEORY (Ulrich)
- VISITOR'S MENTAL POWER (P. Grahn and coll.)
[only to cite the most discussed scientific theories]



森林浴の影響は何ですか?

自然が人間の精神に働きかけて、身体に好ましい適応反応を引き起こす、

とする理論はいくつかあります。

ー進化論（O.ウィルソン→バイオフィリアなど）

ー注意の回復（R. Kaplan & S. Kaplan)

ーストレス軽減理論（ウルリッヒ）

ービジターの精神力（P. Grahn and coll.）

[最も議論されている科学的理論のみ引用] 
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What is that characterise Forest Bathing?

PRINCIPLE 3 - SEMANTIC= 8 indicators
3.1: The elementary perceptual components (4 specifics)
3.2: Components with a clear archetypal meaning (4 specifications)

Sarris J. et al. (2019). Harnessing the Four Elements for Mental Health. Front. 
Psychiatry 10:256.
Parsons, R. et al. (1994). Landscape aesthetics, ecology, and human health. In W. 
Covington & L. DeBanco (Eds.), Sustainable ecological systems (pp.266-280). Fort 
Collins, CO: USDA Technical Report RM-247.
Edwards D. et al. (2010). Public preferences for silvicultural attributes of 
European Forests. EFORWOOD Deliverable D2.3.3. Forest Research, UK
Schroeder, H. (1992). The spiritual aspect of Nature: a perspective from depth  
psychology. In: Vander Stoep, Gail A., ed. 1992. Proceedings of the 1991 
Northeastern Recreation Research Symposium, p. 25-30



森林浴の特徴は何でしょうか？

原則3 ー意味的要素＝8つの指標

3.1: 知覚の基本要素（4つの項目）

3.2: 明確なシンボル的な意味を持つ構成要素（4つの項目）

Sarris J. et al.（2019）。メンタルヘルスのための四大要素の活用. 

Front. Psychiatry 10:256.

Parsons, R. et al.(1994). 景観美学、生態学、および人間の健康。

W. Covington & L. DeBanco (Eds.), Sustainable ecological systems (pp.266-

280). フォートコリンズ、CO。USDA テクニカルレポート RM-247.

Edwards D. 他（2010）。欧州の森林の造林属性に対する一般人の傾向。EFORWOOD 

Deliverable D2.3.3. Forest Research, UK

Schroeder, H. (1992). 自然の精神的側面：深層心理学からの視点.

In: Vander Stoep, Gail A., ed. 1992. 1991年

北東部レクリエーション研究会シンポジウム講演集, p.25-30
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What is that characterise Forest Bathing?

PRINCIPLE 4 - COGNITIVE
4.1: Requirements identified by the "Attention Restoration Theory" ... (6 specifications)



森林浴の特徴は何でしょうか？

原則 4 - 認知的要素

4.1: 「注意力回復理論」が示す要件・・・（6つの項目）



森林浴の特徴は何でしょうか？
What is that characterise Forest Bathing?

原則 5 -生理的要素
5.1: マイナスイオン発生（3つの項目）
5.2: モノテルペンの放散（2つの項目）

PRINCIPLE 5 - PHYSIOLOGICAL
5.1: Negative air ionization (3 specifications)
5.2: Emission of monoterpenes (2 specifications)





Some conclusions

1. There is no uniform or prescriptive criterion for the enjoyment of nature, everyone 
can benefit from it on the basis of their physical and mental energies.

2. The positive effect of contact with nature can be measured with various methods 
(clinical and non-clinical diagnostics), but it is unrealistic to try to clearly separate 
this effect into its various psycho-emotional and physiological components (holistic 
approach).

3. PEFC developed a certification system to “quantify” the ability of forests in offering 

Forest Bathing activities
4. Generally only sustainably managed forests have the highest scores
5. We hope that this certification will be helpful for Doctors (Forest therapysts) and for 

forest lovers that wish to have a safe and fruitful forest bathing experience



いくつかの結論

1. 自然を楽しむための画一的・規定的な基準はなく、誰もがその心身のエネルギーに

基づき、自然から恩恵を受けることができる

2. 自然との触れ合いによるプラスの効果は、様々な方法（臨床・非臨床診断）で測定

できるが、この効果を様々な心理・感情・生理的要素に明確に分離しようとするこ

とは非現実的である（ホリスティック(総合的な)アプローチ）

3. PEFCは森林浴を提供する森林の能力を「数値化」するための認証制度を開発した

4. 一般的に持続可能な森林経営が行われている森林のみが高得点を獲得している

5. この認証が、医師（森林セラピスト）や、安全で実りある森林浴を望む森林愛好家の

方々のお役に立つことを願っています



Antonio Brunori アントニオ ブルノリ
National Secretary PEFC Italy PEFCイタリア 事務局長
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