
2021年9月 
WPACニュースレター

Vol. 1  第2号  2021年9月

カナダ木質ペレット協会(WPAC)のニュースレター9月号に
ようこそ！楽しんでいただけますことを願っています。ご意
見、ご感想をぜひお寄せください。

2021年の夏は大規模な森林火災や新記録の熱波、大きな被
害をもたらした干ばつや洪水など、多数かつ前代未聞の気象
に振り回された季節として、忘れられないものになりまし
た。このほど発表されたIPCC第6回アセスメント報告は、初
めてグローバルな気候変動と一部の極端な天候を関連付け、
今後さらに増えるとの警告を発しています。主筆の一人で
あるカナダ環境・気候変動省のJohn Fyfe上席研究科学官は
「(GHGの)低減を直ちに、迅速に、継続して行う必要があ
る」と述べていますが、WPACもまったく同感です。持続可
能な方法で伐採し生産された木質ペレットによる化石燃料の
代替は、今すぐ取れる手段のひとつでしょう。

7月には欧州委員会(EC)が、2030年までに正味で最低55%
のGHG削減を目指したEU政策パッケージ「Fit for 55」を発
表しました。特筆すべきはそこで再生可能エネルギー指令
(RED II)の改正が提案されており、バイオマスの持続性要件
の変更が含まれたことですが、カナダの木質ペレット業界は
これらの基準の適合にも満を持しています。最近では持続可
能なバイオマスプログラム(SBP)によりBC州地域リスクア
セスメント(RRA; Regional Risk Assessment)が認定されま
した。ケベック州RRAはすでに認定済みで、海洋州でも認
定取得に向けた作業が進行中です。こうした取り組みは木質
ペレットやチップ生産のための持続可能な木質原料に関連す
るリスクを特定し、低減するというWPAC会員の信念の現れ
です。 

国内の動きとしては、最近発行された政策趣意書「BC州森
林政策の近代化」に励まされています。ブリティッシュ・コ
ロンビア州政府はさらなる業界参加、森林の管理と持続可能
性の拡充、そして社会契約の強化いう、将来の政府事業や政
策の基礎となる3つの原則に焦点を当てており、
WPACはそのすべてを支持しています。

私たちにとって働く人々とコミュニティの安全の維持は、今
後も最優先の課題です。2021年第2四半期はさらに取り組み
を強化し、固体バイオ燃料の安全な取扱いと保管のために新

たなISO 20024規格[採用]の承
認を得たほか、山積みされた原
料の管理に関する研究にパート
ナーとして参加しました。また
継続中のCCM[重要危機管理]ワ
ークショップに加えて生産安全
管理の研究にもダルハウジー大
学の協働を得るべく資金5万ド
ルの調達に尽力し、業界の全て
の従業員を指導するために独自
の安全基礎ウェビナーを開設し
ました。

異例の夏ではありましたが、木質ペレット業界はその強さを
発揮して生産と発送を継続し、国内にも世界各国にも製品を
安全に、絶やすことなくお届けしています。当業界に働く男
女の努力も、従業員の安全を最優先しながら地元コミュニテ
ィを支援し、お客さまに高品質かつ持続可能な製品をお届け
している業界各社も、私たちの誇りです。

おそらくご承知の通り、WPACの年次会議/総会が9月20-22
日に迫りました。今年もオンラインで開催され、登録する
のみで自由に参加していただけます。テーマは「変化をも
たらす - グローバルにも足元からも(Making a Difference 
Globally and at Home)」です。

最後に、当ニュースレターの敏腕編集者であるタラ・サドラ
ー氏とカレン・ブランド氏に心からの感謝を表します。タラ
の本業はPinnacle Renewable Energy社の営業マネジャー
であり、同社がドラックス[英国バイオマス発電企業]の一部
となったことから、この3年間はPinnacle社製品の海外販促
にあたっています。ジャーナリズムとコミュニケーション
で修士号を得た、と口を滑らせたばかりに(笑)、本ニュース
レターの発行に駆り出されることになりました。カレンは
戦略的コミュニケーションを専門とするコンサルタントで
あり、2020年4月からは特に持続可能性、安全、国内市場
開発、政策参加の分野においてWPACを支援してくれていま
す。タラとカレンが本レター制作チームの一員であることは
大きな喜びです。 

専務理事メッセージ

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#FullReport?utm_source=north%20shore%20news&utm_campaign=north%20shore%20news&utm_medium=referral
https://www.pellet.org/on-the-path-to-fit-for-55/
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/industry/forestry/competitive-forest-industry
https://www.canadianbiomassmagazine.ca/virtual-events/wpac-conference-agm-2021-day-1/


欧州 – Fit for 55で2030年までのGHG排出量削減を促進
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欧州委員会(EC)はこの7月、GHG排出量削減を目的と
する政策パッケージ「Fit for 55」にて新たな提案を
発表しました。2030年までに1990年比で最低55%
の低減を目標とし、土地利用と税制のほか、電力、産
業、海運および航空分野におけるEU排出量取引制度
(EU ETS)などの分野に焦点を当てています。

提案には再生可能エネルギー指令(RED)の改正が含ま
れていますが、木質ペレットはそこでも、目標達成の
一助となる各種バイオ燃料のひとつとして引き続き認
められています。ECは現行のRED IIをRED IIIに発展
させ、バイオマスの持続性要件と支援策に変更を加え
ます。

カナダ木質ペレット協会は全体的に、これらの変更を
概ね支持しています。「カナダは第三者認証において
世界をリードしており、会員企業は化石燃料からの
脱却による欧州の需要増に応え続けられる」とゴード
ン・マレーWPAC専務理事。「WPACも会員も、今後
も木を最大限かつ最善に使用し、良好に管理された森
林の伐採残材や低級木のみを使用していくことを決意
しています」と言います。

WPACとブリティッシュ・コロンビア大学(UBC)バイオエ
ネルギー研究グループ(BBRG)間のパートナーシップの下
で、Shahab Sokhansanj博士と同博士率いる教授や研究
員、大学院生で構成するチームの主導による協働事業が進
められています。

同事業はカナダ農業農産食品省のカナダ農業パートナーシ
ップのもと、AgriScienceプログラムを通じた補助金によ
り2019年に発足したもので、低品質の農業バイオマスの
活用に関連する4つの項目に焦点を当てています。すなわ
ち費用対効果の高いサプライチェーン、ペレットの安全な
取扱いと保管のそれぞれにおけるベストプラクティス、ペ
レットの品質認証の開発です。

博士とチームにとっては常に安全が最優先の課題。山積み
される木質原料の管理に焦点を当てており、すでに重要な
知見も得られています。「まず山積みは小さくする」と博
士は提案します。「高さは7m以下ですね。山積みの幅が
広くなると熱がこもって問題が発生する可能性があるが、
狭ければ熱が逃げます。そして材は留め置かず、入手した
順に処理していくこと」

第二に山積みは可能な限り乾燥させておく。「常に覆いを
かけておきたいところですが、そうすると高くつく。コス
トとメリットの折り合いをどうつけるかを見出すのも、私
たちの仕事です」 。 Fuel bed、すなわち自己発熱を検出
するには、山積みの温度と一酸化炭素濃度の両方の監視も

また重要です。博士は赤外線カメラを使用し、高温箇所を
早期に特定するよう勧めています。

そして最後に「材はできるだけきれいに保つ。乾燥した平
らな場所、できればアスファルトやコンクリート上に積む
のが望ましい」とのことです。

Sokhansanj博士とチームの研究はちょうど半ばに達した
ところです。詳細はこちらから、WPACの山積み管理ファ
クトシートをご覧ください。

木質原料管理の改善と安全性 - Sokhansanj博士とともに

Sokhansanj博士

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3541
https://ec.europa.eu/info/files/amendment-renewable-energy-directive-implement-ambition-new-2030-climate-target_en
https://www.pellet.org/wp-content/uploads/2021/06/WPAC-FPM-FACT-SHEET-PROOF2.pdf
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森林火災被害地の救済を支援
カナダ西部の大半で長い森林火災シーズンが続いており、
私たちの操業拠点の多くが輸送に支障を来し、地元コミュ
ニティも多数が避難命令や警告を受けています。私たちは
製品をお客さまに届け続ける一方で、地元の火災対応にも
可能な限り参加しています。困難に負けない強いコミュニ
ティの一端を担うという真摯な気持ちは、いつも変わるこ
とはありません。

従業員レベルでは、たとえば森林作業員は地上鎮火活動と
避難活動、その他ボランティア活動に参加しています。

英国ドラックスの一部であるPinnacle Renewable Energy
社は、カナダ赤十字(CRC)に5万ドルを寄付。この資金は
British Columbia Fires Appeal [BC州火災被害支援プロ
グラム]を通じて、喫緊かつ進行中の救済活動のほか、火
災に関連した二次事象に起因するものを含め、州内外の被

災地における長期的復旧や復興、将来への備えに活用され
ます。

カナダ政府もBC州政府も各々が、CRCに寄せられた金額
と同額を拠出します。すなわち1ドルが寄付されると、3ド
ルが被災地の支援に充てられることになります。寄付は1 
800 418-1111(北米内フリーダイヤル)もしくはオンライ
ン(www.donate.redcross.ca)で受け付けています。どう
ぞご協力ください。 

アルバータ州スレイブレイクのVanderwell Contracting社
は、同地域の各種建設事業に木材を寄付。第161地域消防
団が、第1および第5消防署を代表して寄付を受け取りまし
た。贈呈には同社コントローラでボランティア消防士でも
あるMichael Therrien氏があたりました。

Vanderwell Contracts社コントローラでボランティア消防士
でもあるMichael Therrien氏が第161地域消防団に寄付木材
を贈呈

WPAC 2021年オンライン会議: 9月20-22日開催
今年の年次会議に向けて様々なトピックを準備し、すばら
しい講師をお招きしました！どうぞ奮ってご参加くださ
い。昨年は生産者、サプライヤ、お客さま、NGO、官僚
や議員各位など、世界中から過去最高の400名以上の参加
をいただきましたが、今回はそれを上回るのが目標です。

メディアパートナーのCanadian Biomass Magazineとと
もに、9月20日から22日までの3日間にぎっしりとプログ
ラムを詰め込みました。短期ですが満載です！

今年のテーマは「変化をもたらす – グローバルにも足元
からも」。ペレット業界の今後のチャンスとともに、カギ
を握るトレンドや可能性のある逆風も取り上げます。主な
講師も決定し、以下などのトピックが論じられることにな
っています。

• グローバル市場の展望
• ペレットの利点と価値
• イノベーション – より安全、より高品質な製品を目

指す
• ペレット – カナダのネットゼロを実現
• バイオ経済の台頭とペレットの力

今年の会議は参加無料。申込みをするだけで、すばらしい

プログラムを視聴できます。ただし通常より低コストとは
言え、費用は発生します。会議開催を可能とさせていただ
いたスポンサー各位に、ここで心からの感謝を表します。

WPACも会員企業も、この一大イベントを楽しみにして
います。皆さまのご参加をお待ちしています。どうぞ
こちらからお申し込みください。

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_RmZrF8WYR6OW6vWQza1xpQ


Nazko先住民族: Pacific BioEnergyと
森林再生に協働

Nazko先住民族は6月、Pacific BioEnergy社の寄付による
400本の苗木で第4回年次植樹祭を開催しました。BC州ク
ネルの西に位置するNazko地域で焼失した林地を再生する
ために始められたイベントです。

今年はすでに成長し始めている自生種のアスペンに、Pac-
Bioから寄付されたパイン、スプルース、ホワイトスプル
ース、タマラックを加える形で、区内全域に植樹されまし
た。両者が出演し、協働の成果と空撮によるNazko地区の
素晴らしい景観にもスポットを当てた記念ビデオも作成し
ました。

Nazkoの天然資源マネジャーであるFlorian Bergion氏は
ビデオの中で、「私たちの民族は少数で、できることには
限りがある。でも事業パートナーと、別々の方向ではなく
同じ目標に向かって協働することで、大きな力を得ていま
す」と話しています。

WPACはNazkoとPacBioの協働だけでなく、ともに気候変
動と闘い、力強く経済的困難に負けないコミュニティを築
こうという、会員企業と先住民との協働活動のすべてを讃
え、応援しています。植樹祭の模様はこちらをご覧くださ
い。

WPACとBC州政府 – 太平洋岸サプ
ライチェーンに投資
BC州木質ペレット業界は急成長を遂げていますが、州が後
れを取ることのないよう、BC州政府が雇用・経済回復・革
新省からサプライチェーン強化金39万ドルを拠出すること
になりました。この資金はすでに確保されており、プリン
スルパートを拠点とする交通の拡充に用いられます。線路
や倉庫の増設をはじめ、より強固かつ強力な物流能力を有
す太平洋岸鉄道システムを構築するのが目的です。

これはWPACと会員企業の積極的な働きかけによるもの
で、木質ペレットの輸出量が2020年に30%増となったこ
とがきっかけでした。またプリンスルパート港も、今後
2-3年でWestviewターミナルを通過する木質ペレットが
60%増の200万トンとなり、1億6500万ドルの増収が見込
まれています。Westviewターミナルは2021年にドラック
スグループに買収されたPinnacle Renewable Energy社が
100%を所有しており、大量の貨車流入に対応すべく、軌
道を拡充することになっています。

この投資はPinnacle、Pacific BioEnergy、キャンフォ
ー、Witset先住民族、Skeena BioEnergy、ウエストフレ
ーザー、Premium Pelletなどの大手ペレット生産者にとっ
ては、天候や貨物船の遅れ、機械の故障といったサプライ
チェーンのリスクが低減され、生産や物流に関わる数百も

の人員の雇用やお客さまへの納品に対する影響を阻めるこ
とを意味します。

Westviewターミナルの軌道拡充は順調に進行中で、沿岸
生態系への環境影響を最小限に抑制するための計画も策定
されています。2021年夏には完工予定であり、WPACと会
員は責任ある再生可能かつクリーンなエネルギー源を世界
中にお届けしていくために満を持しています。
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BC州プリンスルパート港Westviewターミナルに軌道を増
設。サプライチェーン強化補助金事業のひとつ

Nazko先住民族の第4回年次植樹祭。PacBioが苗木400本を
寄付

https://www.youtube.com/watch?v=lO-sr9FE_jQ


BC州 – 政策趣意書で協働を表明
カナダ木質ペレット協会はBC州森
林・土地・天然資源産業・地方開発省
(FLMRORD)のKatrine Conroy大臣お
よび官僚各位との協働により、州の森
林政策に新たな視点をもたらせると考
えています。この5月に発表された政
策書は正式には「ブリティッシュ・コ
ロンビア州森林政策の近代化 – 林産業
転換の意図と主導」として知られてい
ます。

同書は木質ペレット業の重要性や一次
および二次産業との相互関係、ならび
にBC州の持続可能な林産業、バイオ経
済、地域社会、経済開発における当業
界の目的や影響、貢献を明言していま
す。

また今後の活動と政策の基盤となる3つ
の指針を記載しており、WPACはこれ
らをすべて支持しています。

• 業界のさらなる参加
• [森林]管理と持続可能性の拡充
• 社会契約の強化

木質ペレット業界の主な存在意義は伐

採後の森林の有効利用であり、当業界
が指針としている持続可能性認証制度
は世界でももっとも厳格なものです。
使用している原料は製材業からの直接
の副産物か、枯木や病害/損傷木、低級
材から意図的に抽出した材のみです。

私たちはBC州で年間1000万m3もの伐
採残材が山積みされて藪の中に放置さ
れるか、焼却されていることを懸念し
ています。そこでFLMRORDに協働の
意向を表明し、伐採権者に伐採残材放
置の罰金を科すのではなく、これらの
残材を入手することで経済効果をもた
らし得るイニシアチブの策定を提案し
ました。こうした貴重な資源をよりよ
く活用することで、森林の健康にも貢
献できます。本件が趣意書に盛り込ま
れ、今後話し合いが持たれていくのは
喜ばしい限りです。

私たちは当業界の長期的成功には先住
民の参加が不可欠と考えています。今
後も複数の会員企業における資本参加
をはじめ、原料供給契約、ロジスティ
クス関連のパートナーシップなどを通
じた参加が進むでしょうし、それが望

むところでもあります。

木質ペレット業界はBC州林産業の転換
に大きく貢献できる – すなわち今後の
林産業において、重要な役割を担いま
す。私たちの視点がBC州が天然資源に
おけるこれまでの実績を活用するため
の一助となり、低炭素経済のリーダー
となるという目標の達成に役立てるこ
とを願っています。
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BC州政府提供資料 

カナダ木質ペレット協会の研究技術開発担当ディレクタで
あるFahimeh Yazdan Panah博士は今春、興味深いウェビ
ナーを開催。カナダのバイオマスボイラー規格の近代化を
求める声が強いことが改めて裏付けられました。

Panah博士はバイオマス暖房のエキスバートであるHarry 
“Dutch” Dresser博士とスウェーデン国立研究所上席技士
のHenrik Persson氏を迎え、ライブウェビナーでの学習と
質疑応答を目的に参加した規制当局、検査官、メーカー、
販売業者、施工業者、規格団体など150名以上に語りかけ
ました。

Dresser博士とPersson氏は、EUはじめ諸地域におけるバ
イオエネルギーの成長と低炭素経済への転換を、欧州産ボ
イラーシステムがいかに、なぜ支えてきたかを論じ合いま
した。欧州規格をカナダが採用すべき根拠は大いにあるも
のの、残念なことにバイオエネルギーにおける欧州の成功
と気候目標をカナダで再現するには、貿易障壁と規制が問
題となっています。

私たちはWAPC会員のすべてに、安全で設計に優れ、効率
的な欧州ボイラーシステムのカナダへの輸入と使用の許可
を求め続けるよう、強く呼びかけています。ライブウェビ
ナー参加者からのご支持には大いに励まされました。欠席
された方はこちらから、ぜひご視聴ください。

カナダのバイオマスボイラー規格 – 近代化の声高まる   

ウェビナーのスクリーンショット: Yazdan Panah博士(上)とスウェーデ
ン国立研究所上席技士のHenrik Persson氏(下)

https://www.youtube.com/watch?v=vOhU_OIEsos
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安全確保をさらに促進
カナダ木質ペレット協会と会員は、よりよいプロセスを見
出して工場の安全性を向上させるため、たゆまず努力し
ています。会員は片時も忘れることなく安全に思いを巡
らせ、WPACは安全イニシアチブを主導すべく努めていま
す。この数ヵ月間の進展は、私たち全員の努力と、生産現
場から研究所、経営陣にまでに渡るパートナーシップの重
要性を示すものとなりました。

• カナダが新規格ISO 20024を承認: 一般および産業用
途における固体バイオ燃料の安全な取扱いと保管の原
則と要件を提供   

• プロセス安全管理(PSM)研究: WorkSafeBC (BC州労
働基準監督機関)がダルハウジー大学とWPAC、BC森
林安全審議会、DustEx Researchのパートナーシップ
に5万ドルを供与

• 安全基礎ウェビナーシリーズ: 成功裡に終了し、引き
続きオンラインで視聴可能。木質ペレットの生産、保
管、取扱いに携わる従業員や管理職の指針となる安全
管理の重要な基礎を提供

• 安全概説の発行: WPACのFahima Yazdan Panah研究
技術開発担当ディレクタが編纂。必要とされるすべて
の安全情報を網羅

• CCMとボウタイ分析ワークショップの大幅な進展: BC
州内15工場のうち10工場で完了。CCM (Critical Con-
trol Management [重要危険管理])により、企業は設
備の理解が深まり、従業員はその設備を安全に操縦・
保守可能となり、設備は信頼性が高まり、工場管理者
はもっとも重要な作業は何かを判断できるようになる

5つの質問 – ジュリー・グリフィス氏   Shaw Resources 社
品質・持続可能性・環境プログラムコーディネータ
今回の「5つの質問」にはノバスコ
シア(NS)州シュベナカディのShaw 
Resources社で品質・持続可能性・環
境プログラムコーディネータを務める
ジュリー・グリフィス(Julie Griffiths)
氏をお迎えしました。同州ダルハウジ
ー大学で地球科学の学士号と修士号を
取得したとのことで、まさに適材適所
です。

ジュリーにとってのサステナビリティ
は職場から自宅までノンストップ。プ
ライベートでは夫や二人の子どもと
90m2あまりの庭仕事にいそしむとの
ことで、サステナビリティは家庭生活
でも一役買っています。古いパレット
などの木材を再利用し、家族ぐるみで
花壇や温室、プレイハウスも造りま
した。ジュリーのような人材がShaw 
Resources社で働くことは、WPACと
しても嬉しい限りです(ガーデニングの
ヒントももらいたいものです！)。

地質・環境スペシャリストとは何であ
り、どのような経緯でShaw Resourc-
es社に就職したのですか。

「Shawには地質・環境スペシャリス
トとして、修士号取得後の2021年に入
社しました。当初は総括部門の所属だ
ったのですが、2013年に職務に変化が

出始め、ペレット部門で温室効果ガス
の計算や持続可能性報告の作成などの
作業をすることになりました。業界か
らの持続可能な原料と認証に対するニ
ーズが高まるにつれ、私の仕事もさら
に幅広くなりました」

「当社はProgramme for the En-
dorsement of Forest Certification 
(PEFC)の管理の連鎖(CoC)と持続可能
なバイオマスプログラム(SBP)両方の
認証を取得しています。いずれも明確
に定義された環境管理システムと第三
者による監査、それに報告作成や定期
的な保守と更新が求められます」

Shawのペレットは2018年にCANplus
認証を取得しましたが、その意義と
は。またビジネスにどう影響しました

か。

私たちは常に世界トップレベルの品質
を目指していますが、CANplus [認証
取得]でその体制がさらに充実しまし
た。私は認証に向けて品質保証ラボ
や、2工場の品質試験設備と品質管理プ
ログラムのアップグレードを促進しま
した。この認証の一環として、品質管
理プログラムは毎年第三者による監査
を受けますから、当社製品への信用も
信頼性もさらに高められます」

「CANplusは欧州で始められたENplus
木質ペレット認証のカナダ版規格で
す。ENplusとWPACは密接な連携を通
じて、家庭用ペレットが最高の品質と
環境規準を満たすよう努めています」

CANplusとENplusの詳細はこちらをご
覧ください。

木質ペレット業界で働いて驚いたこと
は?

「それほど驚くまでもないのでしょう
が、エンドユーザが原料の合法性と持
続性にますます注意を払うようになっ
ているのには胸が躍ります。これらは

ノバスコシア州シュベナカディのShaw Resourc-
es社で品質・持続可能性・環境プログラムコーデ
ィネータを務めるジュリー・グリフィス氏

https://www.pellet.org/new-requirements-for-safe-handling-and-storage-of-solid-fuels-approved-for-canada/
https://www.pellet.org/new-grant-supports-process-safety-management-research/
https://www.pellet.org/wpac-safety-foundation-webinar-series/
https://www.pellet.org/safety/
https://www.pellet.org/critical-control-management/
https://enplus-pellets.eu/en-ca/
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すでにソーシャルライセンス[社会から
の営業許可]と化しているのです」。他
のWPAC会員同様に、ジュリーもまた
「よりグリーンなソリューションと、
持続可能な原料供給へと高まりつつあ
る動きの一端を担えることはすばらし
い」と感じているそうです。

仕事の何にもっともやりがいを感じ
る？

入社以来常に仕事を楽しんでいるジュ

リーですが、木質ペレット部門におけ
る品質・持続可能性・環境プログラム
コーディネータという新たな役割は、
とりわけ魅力的だと語ります。

「今後は持続可能性と品質に関する一
切の第三者監査、すなわち机上、現
場、森林における監査すべての進行を
取り仕切ります。また新たな規格や研
究の検討やGHG報告の作成、各種アセ
スメント、木質原料供給源に関するリ
スク評価のほか、品質や持続可能性に

ついて強固かつ包括的なプログラムの
策定にあたります」

Shaw Resources社での今後は?

「このグリーンで再生可能な代替エネ
ルギー源の家庭用暖房での利用につい
て海洋州の関心を呼び起こし、地元市
場の拡大を目指したい」とジュリー。
カナダの暖房に使われてきた薪、石油
やガスからの転換を支援する、WPAC
の同志の多くに共通する思いです。

BC州地域リスクアセスメント - SBPが認定
ステークホルダーの諮問を含む3年間の精力的な評価作業の
末に、ブリティッシュ・コロンビア州における木質原料供
給に関する地域リスクアセスメント(RRA; Regional Risk 
Assessment)が完成しました。世界有数の木質パレット生
産地域であるBC州が州内の未認証木質原料の合法性と持続
可能性を検証するメカニズムを有すことを、世界の市場にさ
らに保証するものです。

同RRAはカナダ木質ペレット協会(WPAC)が2018年に発
案。Hopkin Forest Management Consulting社と天然資源
や認証に関する独立専門家が作業班を形成し、その策定にあ
たりました。策定は持続可能なバイオマスプログラム(SBP)
のRRA手続に準じて行われました。

SBPはバイオマスペレットと木質チップの原料の持続可能な
供給に関するリスクの特定と低減に力を入れており、RRAは
その焦点のひとつ。対象地域を地理的にあまねく評価し、そ
こからの原料供給に関するリスクを判断します。これにより
バイオマス生産者の行ったリスクアセスメントの一貫 性が
[検証され]保証されるとともに、生産者が個々にアセスメン
トを実施する必要がなくなります。欧州の数ヵ国やケベック
州もRRAを完了させており、ニューブランズウィックとノバ
スコシアの両海洋州では作業が進められています。BC州と
海洋州のRRAはいずれも連邦政府(カナダ林野庁)輸出市場機
会プログラムの補助金を受けています。

SBPはおもに大規模エネルギー生産に用いられるペレットや
チップを念頭に、木質バイオマス原料の合法性と持続可能性
を保証する目的で2013年に創設されました。カナダ産木質
原料の大部分は認証林由来ですが、未認証の場合はSBP基準
に照らして評価する必要があり、木質ペレットメーカーは合
法性と持続可能性の16基準を網羅する38のSBP指標に照ら
してリスクアセスメントを行い、適合リスクを特定しなくて
はなりません。

「デューデリジェンスシステムの目的は、入手可能なデー
タを基にリスクを特定しうることにほかなりません。その
データの不在はそれ自体が具体的なリスクであり、RRAは
その特定に役立つ」と話すのはBC州アセスメントを主導し
たBrenda Hopkin公認職業森林士(Registered Professional 
Forester)。「これらのリスクの多くはグローバルな顧客が

懸念しているリスクと重なる。RRAは生産者が顧客やステー
クホルダーにとって重要な問題を管理していることを実証す
る助けになります」

Hopkin氏は自らのチーム、そしてBC州全域の14工場のペレ
ット生産者をはじめとする本プロセスの参加者が得た大きな
教訓のひとつは、特定されたリスクについては、その供給
ベースを理解する – すなわち原料がどこから来て、どのよ
うに管理されているのかを知ることの重要性だと考えてい
ます。

「RRAによってリスクの蓋然性と重篤性の両方に目が向きま
す」と同氏。「そうなれば蓋然性のコントロールに役立つ管
理手段を設定できる」

BC州RRAの正式認定は2021年8月11日付で、州内のバイオ
マス生産者は適合を実証するまでに12ヵ月の猶予を与えら
れています。同RRAによってWPAC会員がサプライチェーン
全体で持続可能性を推進し、国内外のお客さまの気候変動目
標達成を支援するにあたって取るべきクリティカルパスが設
定されました。閲覧はこちらまでどうぞ。

BC州の地域リスクアセスメントを主導したBrenda Hopkin公認職業森林
士。林産業と監査に25年以上の経験を有す

https://sbp-cert.org/wp-content/uploads/2021/08/SBP-endorsed-RRA-for-BC-Aug21-FINAL.pdf
https://sbp-cert.org/documents/standards-documents/risk-assessments/british-columbia/

