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��t� �a� ����   �io�ass �n�ustrial �ociet� �et�or� �e�inar

De�onstrating �ustainabilit� for �oo�� bio�ass for energ� 
t�roug� Certification 

- �ntro�uction to ��P -

エネルギー利用に供する木質バイオマスの
ための認証を用いた持続可能性の証明

- SBPのご紹介 -
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��� �e�onstrate �egalit� � �ustainabilit��

なぜ合法性や持続可能性を証明するのか

• �DGs � Paris Agree�ent cli�ate goals

持続可能な開発目標（SDGs）やパリ協定の気候変動
• Re�uce GHG e�issions                           目標

GHG排出量を削減する
• P�ase out coal  化石燃料の使用を徐々に減らす
• Close or replace t�roug� bio�ass

閉鎖するまたはバイオマスに置き換える
• Govern�ent support sc�e�e

政府が支持する仕組み
• �egalit� � �ustainabilit� criteria

合法性および持続可能性の基準
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�ustainabilit� is co�plex, �ifficult to verif�, an� subjective

No unified definition of Sustainability 
=> Different criteria for sustainability 
by regulators, certification systems 
and expectations from stakeholders 
/civil society

持続可能性は複雑で、認証が困難で、主観的な概念

持続可能性の定義は統一され
ていない→規制当局、認証シス
テム、利害関係者や市民の期
待などによって持続可能性の
基準はさまざまである
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Different sustainabilit� require�ents

?

�i�ite� opportunit� to tra�e bet�een Den�ar�, 
Unite� King�o�, �et�erlan�s an� �elgiu�

さまざまな持続可能性の要件

デンマーク、イギリス、オランダ、ベルギーの
間では取引の機会が限られてしまっている
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�uppl� an� De�an�

需要と供給
• Approx. ��% of t�e �orl�’s 

forest area certifie� b� F�C 
an� PEFC.

世界の森林のおよそ10%
がFSCやPEFCで認証され
ている

• �ot enoug� sustainabl� 
source� �oo� to satisf� t�e 
�e�an�.

持続可能に供給される木
材は需要量を十分に満た
していない

世界のFSC認証森林区域（地域別）

北アメリカ
全認証区域の40.26%

（72,289,949ha）
237認証

南米・カリブ
全認証区域の7.00%

（12,261,286ha）
240認証

ヨーロッパ
全認証区域の

43.05%
（78,107,944ha）

484認証

アフリカ
全認証区域

の3.67%
（6,552,046ha）

45認証

オセアニア
全認証区域

の1.46%
（2,627,151ha）

38認証

アジア
全認証区域

の4.56%
（8,246,071ha）

172認証

全認証区域：
180,444,446ha

国数：80
認証数：1216

全FSC認証森林区域
の割合

森林区域が限られているため全FSC認証森林なし
（生産林区域が2,000ha未満）

全FSC認証森林なし

凡例
国名

認証森林面積
（=全森林カバー率％／生産林カバー率）

2012年8月比の増減%
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FSC InternationalおよびFAO Forestry Paper
（2013年2月）の数値を利用
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�ultiple custo�ers … �ean �ultiple au�its

A��inistrative bur�en to �ocu�ent 
objective evi�ence => cost an� ti�e 
consu�ing for A�� actors. 
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多様な顧客、多様な監査

目的に合った証拠を作成
するための事務的負担
→すべての当事者にコス
トと時間をかけさせること
になる
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Forest �anage�ent �nfor�ation � Data

Pro�ucers often �ave little control over forest 
�anage�ent … an� even less control of fee�stoc� into 
sa��ills
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森林管理情報とデータ

生産者は森林管理をほとんどコントロールできない
そして製材所へ納入される原料についてもコントロール
できる余地は少ない
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Certification as a solution

� �ne set of global applicable stan�ar�s� criteria

� �n co�pliance �it� existing regulator� require�ents

� Enable tra�e bet�een countries �it� �ifferent sustainabilit� criteria

� Replace �ultiple co�pan� verification s�ste�s

� �n�epen�ent t�ir� part� assess�ents

� Develop toget�er �it� �ultiple 

     �ta�e�ol�ers � accepte� b� users

� Unleas� resources in a��ition 

     to F�C �  PEFC

� Collect GHG �ata fro� pro�uction 

     an� transport � fill gaps F�C � PEFC
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解決方法としての「認証」

• 全世界に適用可能な一式の基準

• 独立した第三者の評価
• 多様な利害関係者と共同で開発。ユーザーに

受け入れられている
• FSCおよびPEFCに加えて資源を解放する
• 生産及び輸送工程からGHGデータを収集。FSCとPEFCのギャップを埋める

原料のコンプライアンス基準
＋SBP適合原料の認証

管理の連鎖
＋GHGデータの収集と伝達

一次原料

二次原料

三次原料

ペレット生産者

• 異なる持続可能性基準を持つ国間の取引を可能にする
• 多様な企業の認証システムに置き換え可能

• 既存の規制の要件に適合
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� �r� part� certification s�ste� => legalit� an� sustainabilit� �oo�� bio�ass

� ��P �t� => �tan�ar� setting organisation � �anaging t�e �� Progra�  

� Foun�e� ���� b� � European base� Energ� pro�ucers - �on-profit organisation - 
legall� base� in UK � virtual organisation

� � ��P stan�ar�s publis�e� in ���� - globall� applicable

� �nnovative s�ste� => accepts F�C � PEFC certifie� fee�stoc�

� Recogni�e� b� UK, DK � �� regulators => in process � application regulators �E � 
�� post ���� - plan EU accre�itation RED�� regulation

� � in�epen�ent Certification �o�ies � offer services in �� countries in Asia, Europe, 
�ort� A�erica an� Russia.  

�ustainable �io�ass Progra� (��P)

�

持続可能なバイオマスプログラム（SBP）

• 第三者認証システム→合法で持続可能な木質バイオマス
• SBP社→基準作成団体。プログラムを運営
• ヨーロッパの7つのエネルギー生産者で2013年に創設。イギリスに籍を置くNPOでバーチャル組織
• 2015年に6つのSBP基準を発行。全世界で利用可能
• 革新的なシステム→FSC及びPEFCで認証された原料を受容
• イギリス、デンマーク、オランダの規制当局に認められている

→ベルギーの規制当局およびオランダのポスト2018に申請中→EUのREDII規制の認定を取得予定
• 4つの独立した認証団体→アジア、ヨーロッパ、北アメリカ、ロシアの40の国で業務を実施
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��P Certification �cope

• Certificate Hol�ers = bio�ass pro�ucer 
(�P), tra�er � en�-user

• �io�ass pro�ucers appl� a �uppl� �ase 
Evaluation (��E) of fee�stoc� sources 

• �Ps �eter�ine an� �itigate t�eir ris�s 
of using unsustainable fee�stoc�

• ��Ps C�ain of Custo�� fro� �P to en�-
user

• Certifie� vol. � GHG �ata pro�uction 
an� transport transfer t�roug� DT�

�

SBP認証範囲

認証取得者＝バイオマス生産者（BP）、取
引業者、エンドユーザー

バイオマス生産者は原料供給地の供給基
準評価（SBE）を申請する

BPは持続可能でない原料の使用に関する
リスクを決定し、緩和する

SBPの管理の連鎖はBPからエンドユー
ザーまで

生産、輸送に関する認証された量とGHG
データをDTSを通じて送信する

一次原料 二次原料 二次原料

認証森林 非認証森林 非認証森林 認証済み
二次原料

非認証
二次原料

非認証
二次原料

認証済み
三次原料

非認証
三次原料

非認証
三次原料

FSC,PEFC,SFI
による連鎖あり

SBPの
供給基準評価あり

SBPの
供給基準評価なし FSC,PEFC,SFI

による連鎖あり

SBPの
供給基準評価あり

SBPの
供給基準評価なし

FSC,PEFC,SFI
による連鎖あり

または広く認められた
認証システムに

基づいて
調達されている

SBPの
三次原料認証あり

SBPの
三次原料認証なし

製材工場 プレ/ポストコンシューマー木材

SBP適合 SBP適合 SBP非適合 SBP適合 SBP適合 SBP非適合 SBP適合 SBP適合 SBP非適合

バイオマス生産者
（ペレット/チップ生産者）

SBP認証取得者SBP表示のバイオマス

SBP表示のバイオマス

SBP認証取得者

取引業者

バイオマス
エネルギープラント

再生可能
エネルギー

の生産

SBP認証
取得者
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Data Transfer ��ste� (DT�)

�P sells � �a�es 
clai� in DT� 
passes on �ata 
(e.g. vol. an� 
GHG)

Tra�er bu�s � 
receives �ata via 
DT�. �ells � 
passes on �ata via 
DT�

En�-user bu�s � 
receives �ata via DT�. 
Data is clearl� 

associate� with the 
biomass 

• Core element of the SBP system
• IT-platform => To Collect and 

transmit data
• No trade of SBP certified biomass 

permitted outside the platform
• Allows SBP claims to be 

transmitted along the supply 
chain

• Ensure transaction verification -
Important for the integrity of the 
SBP certification system 
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データ転送システム（DTS）

�SBPシステムの核となる要素
� ITプラットフォーム→データの収
集と送信
�プラットフォーム外でのSBP認証
バイオマスの取引は禁止
�サプライチェーンに沿ってSBP表
示が送信されるようにする
�取引を検証できるようにする。
SBP認証システムの整合性のた
めに重要

エンドユーザーが購入
し、DTSを通じてデータ
を受け取る。データは
明確にバイオマスに関
連付けされている

BPが販売し、DTS
で表示を作成し
データ（例：量、
GHG）を流す

取引業者が購入し、DTSを
通じてデータを受け取る。
販売して、DTSを通じて
データを流す
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• C�oose Certification �o�� 

• ��entif� ��ic� ��P stan�ar�s appl�

• Prepare for Certification 

• ��entification of �uppl� �ase

• Regional ris� evaluation

• �ta�e�ol�er engage�ent

• A�aptation of Evaluation

• Publication of ris� evaluation

• �nsite Au�it - T�ir�-part� verification b� Certification �o�� 
(C�)

• C� sta�e�ol�er consultation

• C� au�it report publication

• �ssue Certification � �ears � annual au�its

Certification process

Pro�ucer �t� 
�,�,�,� Tra�er 

�t� �,�
En�-user 
�t� �,�
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認証プロセス
・認証機関の選択
・適用するSBP基準

の特定
・認証のための準備

・供給基地の特定
・地域リスクの評価
・利害関係者契約
・評価の適応
・リスク評価の発表

・CB利害関係者協議
・CB監査報告書発行

5年及び年次監査の認証発行

・現場監査-認証機関（CB）による第三者認証

生産者
基準１，２，４，５ 取引業者

基準４，５
エンドユーザー

基準４，５

コンプライアンス基準のフィードバック
＋SBP適合認証フィードバック

一次原料

二次原料

三次原料

ペレット生産者

管理の連鎖＋
データ（GHG）の収集と伝達
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• ��� Certificates

• ��� �Ps

• �� CoC (Tra�ers 

�   En�-users)

• �� Countries

• �� Applicants

• Geo Focus 

Europe, Russia 

� �ort� 

A�erica

• Expan� Japan, 

�ra�il, Vietna�, 

�e� Zealan�, 

C�ina an� ot�er 

countries

��P Certificate Hol�er �ap

12

・140の認証

・18の国

・24のCoC
（取引業者と
エンドユーザー）

・31の申請者

・地域的には
ヨーロッパ、
ロシア、

北アメリカに集中

・日本、ブラジル、
ベトナム、ニュージー
ランド、中国などの
国へ拡大

北アメリカ
バイオマス生産者29
CoC認証2

ヨーロッパ（ロシア含む）
バイオマス生産者87
CoC認証20

オーストラリア
バイオマス生産者1

SBP認証取得者マップ

・116のバイオマス生産者
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• 5,07Mt SBP certified biomass

• => 4,6Mt SBP wood pellets

• => 0,47Mt SBP woodchips

Facts � Figures ����

�0�7 Production of SBP-certified 
wood chips and pellets by region

5,07Mt
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2017年の数値

・バルト三国（エストニア、ラトビア、リトアニア）
・カナダ
・ヨーロッパ（ベラルーシ、デンマーク、ドイツ、
オランダ、ノルウェイ、ポーランド、
スウェーデン、イギリス）
・イベリア半島（ポルトガル、スペイン）
・ロシア
・アメリカ

SBP認証バイオマス 5.07Mt
→SBP木質ペレット 4.6Mt
→SBP木質チップ 0.47Mt

2017年地域別SBP認証木質チップ及びペレットの生産量
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��P s�are of CHP � De�icate� Po�er Plants Pellet Consu�ption

Source: AEBIOM Statistical Report 2017

Share of SBP-certified pellet consumption in 
2017 from the total EU-28 CHP + Dedicated 
Power Plants pellet consumption 2016

Share of SBP-certified pellet consumption in 
2017 from the total global CHP + Dedicated 
Power Plants pellet consumption 2016

Global Consumption ����������������
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CHPおよびペレット専焼発電所における消費に占めるSBPシェア

2017年全世界
のCHP及び
2016年ペレット
専焼発電所に
おけるペレット
消費量に占め
るSBP認証の
シェア

EU28カ国の消費量世界の消費量

SBP認証 非認証 SBP認証 非認証

2017年EU28カ国
のCHP及び2016
年ペレット専焼発
電所におけるペ
レット消費量に占
めるSBP認証の
シェア



Focusing on sustainable sourcing solutions.

• ��P Certification is globall� applicable 

• ��P �as proven to �or� in Europe, U�A an� Cana�a, it can also 

�or� in Japan

• U�, Cana�ian an� Australian pellet pro�ucers t�at suppl� to Japan 

are alrea�� ��P certifie� an� are able to suppl� ��P certifie� 

bio�ass

• ��P Certification bo�ies available to offer services in Japan

Japanese bio�ass en� users � CHP � po�er plants �oul� nee� to be 

��P certifie�

• ��P is a �ar�et �riven approac�. �f �e�an� in Japan for ��P 

certifie� bio�ass is create� b� en� users, t�en certification of t�e 

suppl� c�ains �ill follo�.

• ��P �ill support co�panies, regulators an� en� users in Japan. 

Please contact ��P!   

��P a tool for Japan
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日本向けSBPツール

・SBP認証は世界的に利用可能

・SBPはヨーロッパ、アメリカ、カナダで機能することが明らか
となっており、日本でも機能しうる

・日本に供給しているアメリカ、カナダ、オーストラリアのペレット
生産者はすでにSBP認証を取得済みであり、SBP認証バイオマスを供給
できる状態にある

・SBP認証機関は日本でサービス提供可能となっている

・日本のバイオマスエンドユーザー/CHP/発電所はSBP認証を取得しておく必要
があると思われる

・SBPは日本の企業、規制当局、エンドユーザーをご支援します。SBPにご連絡ください！

・SBPは市場主導型のアプローチである。
エンドユーザーが日本でSBP認証バイオ
マスを必要とすれば、サプライチェーンの
認証が続くはずである
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Carsten �ul�us

Chief Executive �fficer

e�    chul�us�sbp-cert�org 

m�  �4� �7� 4�0 644�

Skype� carsten�hul�us

w�   www�sbp-cert�org
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