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環境

の対応である。また、ピークオイルへの対応も
課題である。2012－14年との見通しもあるが、
一方で原油の需要は増加しており、原油価格が
高騰すれば、エネルギー自給率の低い日本の

日本貿易会 生物多様性セミナー

10月1日、WTCコンファレンスセンターで、日本貿易会 生物多様性セミナーを開催し、
106名が参加、第1部では環境ジャーナリスト、第2部では三井物産の環境・社会貢献部部長
の講演が行われた（講演要旨は以下の通り）。

開会に当たり、主催者の日本貿易会 天野専務理事から、日本が「新貿易立国」に向けて、ヒト、
モノ、カネ、情報の相互交流を活発化させていく中で、地球環境の健全な維持と、国際社会の
調和的発展に向けた取り組みは、より一層重要となってきており、商社が取り組むべき環境問
題も、廃棄物処理等の地域的問題から、地球温暖化や生物多様性の危機など多様な広がりを見
せている。2010年、国際生物多様性年に、名古屋におけるCOP10（生物多様性条約第10回締
約国会議）開催を控え、一般の方々と共に、生物多様性の保全について考え、COP10開催を
盛り上げるとともに、商社をはじめとする企業の自然環境保全等について考えるセミナーを開
催することとしたとの挨拶があった。

また、閉会に当たって、本セミナーを企画した日本貿易会 地球環境委員会の田中郁也委員
長（丸紅㈱広報部CSR・地球環境室室長）から、地球環境委員会が従来より取り組んでいる
環境自主行動計画の策定、商社環境月間（6月）における環境保全活動の推進、大学におけ
る環境講座の開設等の紹介とともに、2010年、国際生物多様性年に当たって「環境行動基準」
を改定した経緯説明があった。また、グローバルに活動する商社として、より一層、世界規模
で自然環境保全に取り組んでいくとともに、今後とも社会と共に環境に配慮した事業を続けて
いきたいとの挨拶があった。

第1部特別講演

生物多様性と企業、社会
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景気は、移相ともいえる新しい局面に入りつ
つある。企業は、社会の求めるものに応える限
りにおいて存続できるが、時代が変われば新
しい要請も出てくる。その1つが地球温暖化へ
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生物多様性は倫理的にも重要だが、定量換
算しないと重要性が理解されにくい。ニューヨー
ク市で飲料水の水質浄化が必要となった際、
浄水施設を建設した場合の費用は60－80億ド
ルと試算されたのに対し、水源地の自然の保
護、回復について検討したところ、そのために
必要な費用は10－15億ドルと試算され、ニュー
ヨーク市は後者を採用した。

生態系サービスには、目に見えないサービス
もあるため、定量換算しにくいが、1997年の
試算では、全世界の生態系サービスの経済的
価値は、当時のGDPの1.8倍に相当するとい
われている。また、日本の森林資源について、
2001年に、木材や食料など市場で取引できる
経済資源価値は6,700億円、一方で、水質浄化、
洪水制御、酸素の供給等の環境資源価値は70
兆円に上ると試算されている。

1992年に採択された生物多様性条約を、現
在、190 ヵ国が締結している（米国は未締結）。
条約の主な目的は、世界的に貿易、経済活動
が活発化する中で、いかに生物多様性を保全
し、持続的に利用するか、また、発展途上国
の熱帯雨林等に存在するバクテリア等の遺伝
資源へのアクセスと、新薬の開発などその利用
から生ずる利益の還元（ABS）についてのルー
ル作りをいかに進めるかである。

化石エネルギーの輸入額は急増する。
生物多様性の危機も同様である。生物多様

性（biodiversity）は生物学的多様性（biological 
diversity）の略語であり、生物多様性条約に
おいては、森林や草地、湿地など各地にさまざ
まな場があり生物の生息場所が多様であるこ
と、さまざまな生物が生育していること、さま
ざまな遺伝子があることと定義されている。

地球上では、さまざまな生物がつながりあっ
て、うまくいっている。日光や雨と土中の栄養
分によって育つ植物をエサとする草食動物がい
て、その草食動物をエサにする肉食動物がい
る。落ち葉や動物のふん、虫の死
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は、土の
中の虫や微生物が分解して栄養分に戻す。ま
た、花があるからミツバチはみつを運び、はち
みつを集めることができる。近年、ミツバチが
不足し、受粉ができなくなったため、カリフォ
ルニアのアーモンドや山形のサクランボ農家で
は人手で受粉したという。

気候の厳しいアイルランドではジャガイモを主
食としており、収穫量の高い品種のみ作るよう
になった。1845－49年、この品種が病気にか
かったため、食料が不足し、ジャガイモ飢
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と
呼ばれた。さまざまな品種があれば、病気に
耐える遺伝子を持ったものもあったかもしれな
い。短期的な収益だけ見て、遺伝子の多様性
が失われたことで、レジリアンス（弾力性）、何
かあったときに耐えられる力が損なわれた。

ミツバチの受粉も生物多様性が人間に提供し
てくれる便益、いわば自然の恵みである。この
ような生態系からのサービス（便益）には、食
べ物や水、木材等の供給サービス、また、森
は緑のダムといわれているような保水、CO2 吸
収等の調整サービス、レクリエーション等の文
化的サービスがあり、その土台となるのが、光
合成等の基盤サービスである。
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への影響もある。国際森林研究機関連合は、
2009年に、気温が2.5度上昇すると、森林は
CO2の吸収源としての役割を失い、排出源とな
る可能性があると発表した。CO2の排出増加
により温暖化が加速する可能性もある。

また、温暖化対策について考えてみると、化
石エネルギーの利用低下による石炭の採掘の削
減、CO2 吸収源となる森林の拡大等は生物多
様性にとってもプラスだが、バイオマス燃料の
原料生産拡大のための森林伐採、CO2 吸収力
の高い単一樹種の森林の拡大等はマイナスの
影響を与える可能性もある。企業は、温暖化と
生物多様性への影響を同時に考えながら、対
策を行っていかなければならない。

生物多様性は日常の暮らしともつながってい
る。常温保存可能なコーヒーフレッシュの原材
料はパームオイルである。そのプランテーショ
ンを造るために、インドネシアやマレーシアの
熱帯林等を切り開き、野生動物のすみかを奪っ
ているかもしれない。また、フカヒレスープの
もととなるヒレの乱獲で、サメが減少している。
このように、私たちの食べるもの、着るものは、
さまざまなものとつながっている。

経済活動を担っている企業は、さまざまなと
ころでさまざまなモノを介して生物多様性に影
響を与えている。温暖化と同様、生物多様性も
重要であり、企業にとってはチャンスでもあり、

同条約は、2002年に生物多様性が失われ
る速度を2010年までに著しく減少させる目標
を採択したが、目標達成が困難となる中で、
COP10（第10回締約国会議）では、2010年以
降の目標、およびABSのルール作りが主な議
題となる。

生物多様性を悪化させる人為的影響の1つ
が生育・生息場所の変化である。企業は資源・
エネルギーの開発など土地の改変において生物
多様性に影響を及ぼしている可能性があり、権
益分の責任が生じる。また、外来生物の侵入
の影響も大きい。船で荷を運んだ帰路に（バラ
ンスを取るために）積むバラスト水に含まれてい
る外来生物が固有種の生存を脅かす可能性も
ある。これら2つはとりわけ商社の事業に当たっ
て気を付けなければならない。そのほか、資源
の過剰な利用や大量の化学肥料の使用による
土壌の汚染等がある。

また、温室効果ガス排出の影響も大きい。
温暖化による気候の変化に、植物の生育地の
移動が追い付いていない。また、新たな害虫
が発生するかもしれない。2007年に、IPCC（気
候変動に関する政府間パネル）第4次評価報
告書で、地球全体の気温が1.5－2.5度上昇す
ると、世界の動植物の20－30％の絶滅リスク
が上昇する可能性があると発表された。

一方で、生物多様性の悪化による温暖化



2010年11月号　No.686　41

日本貿易会 生物多様性セミナー

自社の枠を超えた共創型の取り組みを行ってい
くことが重要である。

企業はまず、自社の生物多様性への影響度、
依存度を認識しなければならない。その際、
範囲を狭くとらえるのではなく事業をさかのぼっ
て確認していくことが大切である。社会は、企
業の姿勢を見極めようとしている。影響度、依
存度の評価に当たって、WBCSD（持続可能な
発展のための世界経済人会議）などが作成した

「企業のための生態系サービス評価」（日立化
成工業邦訳）は有効だろう。

次に、外来生物を移動させるバラスト水の使
用をやめるなど生物多様性への悪影響を減らす
とともに、残っているものを守り、生態系や生
物多様性の基盤を強化することが重要であり、
三井物産の森の取り組みは見本となる。評価の
指標が定まっていないため、伝えにくく、分か
りにくいが、生物多様性の重要性を伝えていく
ことも重要な役割である。

リスクでもある。ユニオン・パシフィックは、国
有林で山火事を起こし、木材の市場価値、消
火活動の費用だけでなく、保水や洪水制御、
空気の浄化など山が提供していた生態系サー
ビスへの補てんとして多額の損害賠償を命じら
れた。また、米国では、湿地の開発に当たっ
て、同等以上の湿地の造成が義務付けられて
おり、ウェットランド・バンキングの制度化を受
け、シェブロン・テキサコは、採掘跡地を湿地
に転換して1.5億ドルの価値を創造した。ウォー
ルマートは環境を汚染することなく、採掘から
販売まですべての過程を追跡できる「ラブ・アー
ス」というジュエリーのブランドを立ち上げて売
上高を伸ばしており、いずれ、全ジュエリーを
このブランドにしたいと述べている。

現時点で企業は、方針や行動指針の策定や、
経営層や社内へのアピール、影響度や依存度
の評価、製品評価への組み込み、また、NGO
との共同作業の模索等に取り組んでいるが、

た。現在、社有林「三井物産の森」は、北海
道から九州まで全国73 ヵ所に計約4万4,000ha
と、日本の国土面積の0.1％に当たり、民間企
業として第3位である。これら森林のCO2 吸収
量は年間16万t、土壌の保水力は7,700万㎥で
あり、その公益価値は1,200億円と試算されて
いる。2006年に、CO2の吸収源、水源涵
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機
能等の公益価値を提供し得る重要な資産と位
置付け、原則として長期に保有する基本方針を

第2部講演

三井物産の森～生物多様性の保全と林業の両立
三井物産株式会社　　 　　　　　　　

理事 環境・社会貢献部長　 青
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2006年にCSR推進部を発足させ、CSR（企
業の社会的責任）の理念・意識の浸透・深化に
取り組んできたが、本業を通してCSRを実現する
ため、本日10月1日付でCSRへの取り組みにか
かわる本社機能を経営企画部に戻すとともに、改
組した環境・社会貢献部においては、生物多様
性の保全という社会的責務と、林業という実業の
両立を重点取り組みの一つとして推進している。

三井物産は1909年に山林の取得を開始し
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多様性の価値がかけがえのないものと評価され
ている特別保護林、日本最大の淡水魚イトウが
生息している北海道・宗谷山林など希少な生物
の生息環境を保護する環境的保護林、ブナ主
体の新潟県・南葉山林など水土の保護等を図る
水土保護林がある。また、アイヌの神聖な場が
ある北海道・沙流山林や、大文字五山の送り火
にも使用されている京都府・清滝山林は、伝統・
文化継承を担う文化的保護林と区分している。

このように、保護を進めながら、積極的に林
業を行っているが、2009年8月に5ヵ所の山林
で行った生物多様性価値の定量評価（HEP）、
また、清滝山林で行った日本生態系協会による
動植物評価（JHEP）でも高い評価を得た。こ
れらの定量評価、認証取得で得られた分析結
果に基づいて長期管理計画を立て、ゾーンごと
に管理を行っている。

一方、これらの森林を活用して、地域の子供
たちや、自然と触れ合うことの少ない発達障害
者、社員などさまざまなステークホルダーに対
する社会貢献事業を、本社および各地の支社
等が年間約20回行っている。

また、事業資産として、2009年度には約5万
㎥のFSC認証材を建築材等として出荷してい
るほか、木材のバイオマス利用として、未利用
材のペレット利用や、火力発電所の石炭混燃に
おけるチップの活用、BTL事業（軽油代替燃
料の抽出）等を推進している。さらに、森林
の適切な管理に基づく、J-VER（国内排出権取
引）、国内CDM（クリーン開発メカニズム）、グ
リーン電力証書の取り扱いなど、新しい環境価
値創出に向けて取り組んでいる。現在、本体
事業の黒字に支えられて、赤字で保有している
が、林業経営の永続性に向けて、これらの手
法を幅広く組み合わせて、中長期的には自立化
を図っていきたい。

定めた。本方針に基づき、三井物産が保有、
関係会社の三井物産フォレストが管理し、環境
課題に配慮した森林経営を行い、日本の山林
の見本林と見なされる客観的評価を得るととも
に、森林の持つ機能、公益的な価値に対する
理解を深めるツールとして、日本の森林再生の
先導役となることを目指している。

2009年12月に、FSC（森林管理協議会）の
FM（森林管理）認証と、CoC（加工・流通）
認証を取得したが、1万ha以上の民間森林所
有者として取得した国内初の事例であり、国産
のFSC認証材取扱数量で国内有数の規模であ
る。本認証の厳しい審査において、合理的で
持続可能な森林管理が行われているという経
済的な側面と、文化や雇用など地域との共存、
生物多様性など環境保全というCSR的な側面
の両面で、基準をクリアした。

管理に当たってはゾーニングを行っている。現
在、生物多様性の観点から重要性が高い生物
多様性保護林、適切に手を入れて天然生林とし
得る有用天然生林等の天然林は50％強、植林、
伐採など林業を行う循環林、天然生林へ戻して
いく誘導林等の人工林が40％強だが、将来的
には、75％程度が天然林となる見込みである。

生物多様性保護林には、国立公園に指定さ
れている区域を含む福島県・田代山林など生物


