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２．はじめに 
 

 地球上の生物は、生命が誕生して以来、およそ 40 億年の歴史を経てさまざまな環境に適応して

進化し、その結果、未知のものも含めると 3,000 万種とも推定される多様な生物が生まれました。

私たちの暮らしもその多くが生物多様性を基盤とした生態系の恩恵（生態系サービス）によって成

り立っています。しかし、その一方で、過去 50 年間に、生物多様性がこれらのサービスをもはや

提供できなくなる程に損なわれてしまっている（ミレニアム生態系評価）ともいわれ、また、ここ

数百年の人間活動の影響で、生物種の絶滅速度は、それまでの 1,000 倍に加速したといわれるなど、

生物多様性を取り巻く状況は極めて深刻です。 
従来までの化石燃料依存、資源の大量消費で支えられてきた社会は限界を迎えており、生態系（生

物多様性）を保全し、持続可能な方法で活用していくことが豊かな社会を実現する鍵と言えます。 
 2010 年 10 月、生物多様性第 10 回締約国会議（COP10）が名古屋で開催され、生物多様性に関

わる企業の責任と具体的活動の重要性が改めて確認されました。 
 

 当 WG（生物多様性 WG）は電機・電子 4 団体の生物多様性保全の推進支援を目的として、2011
年 5 月に発足しました。 
 本報告書は、会員各社の活動事例を、電機・電子関連の事業と関連づけて整理し、まとめたもの

です。 
 企業としての社会的責任を考える上で、生物多様性をどのように捉え、自社の中で位置づけ、取

組みを進めていくことができるか、ご参考にしていただけましたら幸いです。 
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３．事例集 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生物多様性 WG メンバー企業による活動を事例集としてまとめました。 
活動領域は下記 A～K でカテゴライズしています。 
また、各事例の項番（左上に記載している番号）は、巻末に添付している 
「電機・電子業界の生物多様性との関係性」のカテゴライズ番号と対応しています。 
 
《企業活動のカテゴライズ》 
 A．マネジメント（生物多様性保全を支えるマネジメント） 
 B．土地利用（事業所での対策） 
 C．研究開発・設計 
 D．原材料調達 
 E．製品製造 
 F．梱包・輸送 
 G．販売 
 H．使用 
 Ｉ．回収・リサイクル・廃棄 
 J．コミュニケーション 
 K．社会貢献活動 
 L．積極的な生態系への貢献 
 
《生態系への影響のカテゴライズ》 
 １．開発・改変、生息地の変化 
 ２．気候変動 
 ３．過剰利用 
 ４．外来種 
 ５．汚染 
 ６．利用・管理の縮小 

  

事例集 
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【取組み概要】

「シャープグループ生物多様性の保全と持続可能な

利用に関する方針」に基いて、具体的な推進施策を

まとめた「シャープ生物多様性イニシアチブ」を策定、

事業活動と社会貢献活動の両面から、生物多様性

への取組みをグループをあげて推進しています。

【生物多様性保全の観点】

企業はさまざまな場面で生物多様性に影響を与えたり、その恩恵を受けたりしており、

企業活動全般を通じて、生物多様性の保全と持続可能な利用に留意する必要があります。

事業活動に伴う、生物多様性への影響の低減と、社会貢献活動での地域の暮らしや風土に

根差した適切な活動を継続的に推進していくことが重要です。

A
シャープ株式会社

「シャープ生物多様性イニシアチブ」によるグローバルな取組み(1/2)
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【取組みのポイント】

① 「シャープ生物多様性イニシアチブ」に基づいた「生物多様性チェックシート」として、独自の
評価基準を制定しています。この評価基準に基づき、グループ各社の取組みの進捗度を
定期的に 定量化しています。

②評価の中で収集した特長的な取組みは、事例集に纏め、日・英・中国語版をイントラネットで

公開し、優秀事例を共有化することにより、従業員の意識向上に繋げています。

【今後の展開】

今年度も「生物多様性チェックシート」に基く評価と全拠点へのフィードバックを行い、全社での

進捗管理と、優秀事例の水平展開を通じて生物多様性保全活動の深化を図ります。

【関連URL】 http://www.sharp.co.jp/corporate/eco/environment/biodiversity/index.html
7

A
シャープ株式会社

地域発信型活動事例集 日本語版（左）・英語版（中）・中国語版（右）

【2011年度版】【2010年度版】

《優秀事例の活用》
事例集には英国生産拠点の周辺生態系に調和した
敷地内での取組みを掲載していますが、日本の
亀山工場でも敷地内の緑化活動を進め、
シオカラトンボやトノサマバッタ等、現在70種の
生き物が見られるように
なるなど、グローバルに
活動が広まっています。

【ヒメガマ、ショウジョウトンボ】

「シャープ生物多様性イニシアチブ」によるグローバルな取組み(2/2)
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A, 
B-1, 4, 5, 6

気候変動 ハードウェア エネルギー使用量の把握、高効率システム機器類の導入など

ソフトウェア エネルギー使用量の把握、社員への周知・教育など

資源 廃棄物 廃棄物削減、資源循環の活性化、委託先の処理適正化など

水 水使用量の把握、節水施策の周知・実行など

化学物質 取扱量、排出量、移動量などの把握、代替物質への転換など

生物多様性 生態系サービスの保全と持続的な利用、土地・緑化管理など

定性評価項目の概要

【取組み概要】
ソニーの環境計画Road to Zeroの実現に向け、気候

変動・資源・化学物質管理・生物多様性保全の4つの視

点で、各事業所の活動成果を定量および定性の評価基
準に基づき総合的に評価します。

2015年までは、ソニーグループ環境中期目標（Green 
Management 2015）達成実現に向け、数値目標および

施策による評価基準を策定し、達成度を管理しながら環
境負荷削減活動を推進していきます。

星4つで2015年の中期目標達成レベルとなり、2015
年には全事業所が4つ星を獲得することを目指します。

Green Star Program
～ 事業活動における環境配慮評価制度 ～ (1/3) ソニー株式会社
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【生物多様性保全の観点】

事業所における生物多様性の保全活
動や生物多様性に配慮した土地利用・緑
地管理・緑化活動に取り組む際に必要と
なる具体的な施策を分類（右図）

それぞれの項目は施策の内容によって
1から5までランク付けし、各事業所での
取組み状況を自己採点します。

これにより、事業所が地域の特性に合
わせて主体的に生物多様性を豊かにす
るべく、ステップを踏みながら取り組める
ようになります。

質的向上を可能にする仕掛けづくり

量的確保から

質的向上へ
生態系全体の質の向上
生物多様性の保全・創出

▼Green Star Program 生物多様性項目

A, 
B-1, 4, 5, 6

Green Star Program
～ 事業活動における環境配慮評価制度 ～ (2/3) ソニー株式会社
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【取組みのポイント】
生物多様性に取り組むためには、基準と目標が必要
土地利用・緑地管理を生物多様性の観点で評価する手法が必要

生物多様性に配慮した土地利用・緑化管理に関する具体的なやり方を解説
各項目を施策の内容で１～５までランク付けし、自己採点します
どこまでやれば良いか（目標）を設定

【課題】
各事業所における取組みのレベル差をどう解消するか。

国内と海外とでは、自然環境（生態系）や生物多様性に対する理解度が異
なるため、取り組むべき内容・目標をどうするか。

【関連URL】
日本語： http://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/biodiversity/site/index2.html
English： http://www.sony.net/SonyInfo/csr_report/environment/biodiversity/site/index2.html

Green Star program

10

A, 
B-1, 4, 5, 6

Green Star Program
～ 事業活動における環境配慮評価制度 ～ (3/3) ソニー株式会社
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【取組み概要】
企業のための生態系評価(CEV)ガイドは、生態系の劣化と生態系サー
ビスから提供される便益の両方を明示的に評価することにより、より良
いビジネス上の意思決定を行うプロセスを取りまとめたガイド (Guide to 
Corporate Ecosystem Valuation) です。

WBCSD(World Business Council for Sustainable Development: 持続
可能な発展のための世界経済人会議)が2011年4月に英文を発行、日
立が日本語翻訳版を５月に発行し、ウェブで公開、印刷配布しています。

日立グループは、WBCSDの生態系フォーカスエリアの共同議長(co-
chair）としての役割を果たす一環として、CEVガイドの開発にロードテス
ト企業として参加し、また、日立グループ内の複数の事業についてCEV
を試行的に実施しています。

CEVを活用し、企業の環境担当部署の方々はもちろんのこと、環境問
題に関心のある全ての方々が、より環境に関心を持ち、生態系保全の
取組みを事業戦略としていただく一助になればと考えております。

企業のための生態系評価（CEV)ガイド

日立ウェブからCEV報告書をダウンロード
できます。 「日立 CEV」 で検索

株式会社日立製作所

【生物多様性保全の観点】
これまでは、企業の社会貢献活動としての生態系保全活動は
比較的進んでいます。本ガイドでは、さらに生態系保全をビジネス
の本業に関連づけ、意思決定を行う為に役立つ評価方法を示して
います。

企業と生態系に関する評価手法の普及・啓発活動に協力
～ WBCSD企業のための生態系評価（CEV）ガイドの日本語翻訳 ～

11
http://www.hitachi.co.jp/environment/vision/ecosystem_cev.html
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A

【取組み概要】
三菱電機グループでは、生物多様性行動指針を制定しました。

事業活動が常に生態系への影響を伴っていることを自覚し、職務内容が異なる従業員がそれぞれの
立場で生態系への影響緩和に努めるきっかけ作りを行います。

【取組みのポイント】

①全従業員が生物多様性行動指針
をひもとき、自身が関わる業務と
生態系との関連を自覚。
②新たな活動を見出すこともさること
ながら、以前から取り組んできた環境
活動の意義を見直し、強化を行います。

三菱電機株式会社

事業活動と生物多様性のかかわり イメージ

【現在の課題、今後の展開 など】
解釈の仕方や、理解浸透度ばらつき
があり、啓発活動により理解を深める
こと。

関連情報URL
http://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/eco/biodiversity/guideline/index.html

生物多様性に対するポリシー制定(1/2)
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A
三菱電機株式会社

【資源と調達】
鉱物・燃料・植物等の天然資源をグローバルに調達・利用していることを認識し、国内外で生物多

様性に配慮したグリーン調達を推進します。
【設計】
社会に提供する製品・サービスの設計において、資源の有効活用、エネルギーの効率利用、環境リ

スク物質の排出回避を図ります。
【製造と輸送】
工場･倉庫の建設等、土地利用の新規開始や変更時にはその土地の生物多様性の保全に配慮し

ます。製造や輸送時のエネルギー使用、廃棄物発生および化学物質排出を極小化します。
【販売と使用、保守】
製品・サービスの販売にあたっては、使用と保守における生物多様性との関わりをお客様にご理解

いただけるように努めます。
【回収とリサイクル】
リサイクル技術を積極的に開発し、回収された使用済み製品への適用を図ります。

【理解と行動】
私たちの生活の持続性と生物多様性との関わりを理解し、積極的かつ自発的に自然との共生のた

めに行動します。
【連携】

海外を含むグループ企業全体で、地域の方々、NGO、行政と連携し活動します。

生物多様性行動指針

生物多様性に対するポリシー制定(2/2)



電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WG

事業所構内における植生調査と希少種の保護

B-1, 4

14

株式会社島津製作所

【取組み概要】

2011年度より、島津製作所の本社が位置する三条工場の構内

を対象として、植生調査を実施し、植生シートを作成しました。

調査を通じて、京都府が準絶滅危惧種に定めている「ノジスミレ」

が群生していることが分かり、現在は保護活動をしています。

【生物多様性保全の観点】

・身近なところにも希少種がいるということが実感でき、生物多様

性に対する関心を高めることができます。

【取組みのポイント】

・構内における植生を把握することができました。

・植物の種を特定するにあたっては、社外の専門家の方々から

の助言もいただきました。

【関連情報URL】

（株）島津製作所 環境・社会活動

http://www.shimadzu.co.jp/csr/eco/biodiversity.html

ノジスミレ

発見した種ごとに
情報をまとめる。



電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WG

【取組み概要】

NECでは2010年に『NECグループ生物多様性行動指針』を策定しました。その中で、各事業場と生態系との関わり

を明らかにし、生態系保全に向けて計画的に取り組むことを求めています。

2010年には、有識者の指導のもと本社ビル周辺の生き物調査を行いNEC本社ビルと生態系との関わりについて、

調べました。

生き物調査には、実際にビル周辺のメンテナンスをしている部門や協力会社の従業員も参加し、どの季節にどの

ような鳥や昆虫が寄ってきて、何をエサにするのかなど様々な知識を提供してもらいました。そこで得た知識など

を基に一層の生態系配慮に繋げていこうと取り組んでいます。

B-1, 6

15

環境担当役員や環境推進部長も参加した
生き物調査の様子

本社ビル周辺に生息していた
準絶滅危惧種指定植物「マツバラン」

生息場所に
紹介パネルを設置

日本電気株式会社

NEC本社ビル周辺の生き物調査（1/2）



電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WG
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【取組みのポイント】

• 生態系について専門知識を持った社外の有識者（NPO）の協力を得て実施しました。

• 調査後の対策がスムーズに行えるように、対策において関係しそうな部門やキーマンの方々に生き物調査へ参加
してもらい必要性を実感してもらうようにしました。

• 植物の様子や、そこに集まる鳥や昆虫は季節ごとに種類が異なるので、季節ごとに実施するように年間を通じた
計画を策定しました。

• 調査の結果を受けて、自社だけでなく、地域の生物多様性保全に繋がるような企画へと活動を展開しました。（近
くにある芝公園で蝶のための植栽を開始等）

【生物多様性保全の観点】

• NEC本社ビルは、“森”をテーマに建設され多くの木々が植えられていますが、維持・メンテナンスの効率化や景観

の観点から、例えば木の実が落ちて周辺を汚さないように、鳥のエサとなるような木の実が生る前に剪定をしてい

たことが分り、生き物への配慮をした整備時期の見直しへと繋がりました。

日本電気株式会社

NEC本社ビル周辺の生き物調査（2/2）

B-1, 6



電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WGB-1

パナソニック株式会社

【取組み概要】
事業所が生物多様性に貢献できるポテンシャルを評価し、優先的に取り組むべき事業所を選定
するためのツールを、専門的な知見を持つエコアセット・コンソーシアムと共同開発しました。
主な評価の内容は、航空写真による事業所の半径２ｋｍを対象とした自然環境評価と、
文献等を用いた地域特有の生物多様性状況評価となっています。

【生物多様性保全の観点】
優先的に取り組むべき事業所の選定、どんな取組みを行なうべきかの検討など、
企業が生物多様性の取組みを効率的、効果的に進めるのに役立ちます。

事業所の生物多様性評価（1/3）
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電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WGB-1

【取組みのポイント】
評価結果を、１００点満点でわかりやすく点数表示。

・７０点以上の事業所は、生物多様性を支える自然環境が比較的残っている状態。
・４０点未満の事業所は、開発が進み、生物多様性を支える自然環境があまり残されていない状態

パナソニック株式会社

■パナソニックの国内１２１事業所の評価結果

事業所の生物多様性評価（2/3）
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電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WGB-1

【今後の展開】

パナソニック本社を含む１２事業所が立地する守口・門真地区を優先的に取り組むべき地区

に選定し、具体的なモデルプロジェクトを推進していきます

パナソニック株式会社

事業所の生物多様性評価（3/3）
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電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WGB-1

(株)日立製作所 中央研究所 （株)日立産機システム 中条事業所(株)日立製作所 水戸事業所

株式会社日立製作所【取組み概要】

日立グループの6事業所が「生物多様性につながる企業のみどり100選（主催：財団法人都市緑化基金、
後援：国土交通省ほか）」に認定されました。 (2010年10月発表）
「生物多様性保全につながる企業のみどり100選」は、2010年10月に名古屋市で開催された生物多様性
条約第10回締約国会議(COP10)にあわせ、企業が取り組む、身近な緑地の保全・創出・活用の優良事例
を公表したものです。

【生物多様性保全の観点】
企業敷地の自然環境を保全することにより、その地域の生態系の動植物や土壌、水域などを保全します。

野川の源流のひとつとなってい
る湧き水や、1942年の創設時

から自生する樹木を維持・管理
しています。湧き水を利用して
作った構内の池にはハクチョウ
やマガモが生息し、コジュケイ、
ムクドリなど40種類以上の野
鳥が飛来します。

自生する約9,000本の松を事業

所創設時の森の姿に近いかた
ちで維持し、松を中心とした緑地
の形成に努めることにより、近
隣の沼地や河川敷に生息する
動植物を含めた地域生態系の
形成・維持に貢献しています。

約70,000本のアカマツや約350本の
ソメイヨシノなどを維持・管理しており
緑化率(敷地面積に対する緑地面積
の割合)は53%です。定期的に構内

の動植物類の生息調査を行い、結果
を環境管理の指標としています。
2009年の春にはキジ、野ウサギ、ト
ビ、フクロウ等を確認しました。

企業敷地のみどりの保全（1/2）
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電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WGB-1

日立アプライアンス株式会社
栃木事業所

日立電線株式会社
土浦工場

(株)日立総合経営研修所

株式会社日立製作所
【取組みのポイント】

① 認定された事業所では、日立製作所の小平浪平創業社長の「よい立木は切らずによけて建てよ」
という言葉を受け継ぎ、原形に近い状態で構内の緑地を維持・管理しています。
② 各事業所にて、独自の工夫を行い、生態系保全活動を実施しています。

同工場は、旧水戸街道の松並木
が隣接する自然に恵まれた土浦市
木田余(きだまり)にあります。構内の
自然保存を目的として、ビオトープ
を併設する「木田余の杜」をつくり、
自生する樹木の維持・管理に加え、
郷土種を選定した植樹に努める等、
近隣の霞ヶ浦やその周辺の地域
生態系との調和を図っています。

構内と周辺地域を含めた
自然環境保全のため、事業所
創設時に敷地内に自生していた
樹木を敷地内の道路沿いなどに
移植したほか、自然林ができる
限り分断されないよう、配置に

配慮した緑地形成を行っています。
また定期的に構内の動植物や鳥
類の生息調査を行っています。

自然林や湧き水の池を有し、
周辺の丘陵や沼、斜面林との
連続性を保った自然庭園を
作っています。緑地の保全に
努めた結果、ヒヨドリ、ムクドリ、
メジロ、キジバト、シジュウカラ
などの鳥類が生息しています。
2002年からは年に2回、地域
コミュニケーションの場として、
市民に庭園を公開しています。

企業敷地のみどりの保全（2/2）
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B-1

【取組み概要】
富士通グループでは、所有する工場・事業書の生物多様性向上を目指す取組みを進めるため、

その土地利用レベルを評価する手法（簡単HEP)を東京都市大学 田中章教授と共同で開発しました。

※土地利用評価の手順

【取組みのポイント】
①事業所の社員、地域ステークホルダー

参加型で計画、評価を実施します。
②事業所内だけでなく、周辺緑地を含めた

ネットワークを評価し、地域生態系との
連続性を考慮した対策につなげることを
目標としています。

① 土地計画・植生図などからの現状把握
[計画系]緑の基本計画などの行政計画の把握
[生物系]植生図、地形図などの把握

② 事業所敷地の目指すべき姿の設定

③ 目指すべき姿に保全すべき評価種を選定

④ 周辺地域との
生態系ネットワーク評価

⑤ 事業所敷地の
生息適性度評価

⑥ 総合評価

主要工場において、保全すべき野生生物の
評価種を3種選定し、工場周辺地域を含めた生

息環境の連続性と「採食条件」「水条件」「行動・
休息条件」「繁殖条件」に基づく生息地としての
適性度合いを評価し、事業所敷地の管理計画
に反映させます。

富士通株式会社

【生物多様性保全の観点】
野生生物の生息環境として適性を評価し、

事業所敷地を管理することで、周辺環境
の生物多様性保全につながります。

簡単HEP*1を用いた事業所敷地の評価（1/2）



電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WG

23

B-1

【今後の展開】
2011年度は、多摩川と多摩川の河岸段丘である傾斜林の中間に位置する川崎工場にてモデル

評価を実施。以降、川崎工場での施策を進めると共に、他の主要工場にも展開していきます。
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※工場敷地内での生息地としての適性度合い

※出典：田中章（2006） ＨＥＰ入門―〈ハビタット評価手続き〉マニュアル，
朝倉書店

※周辺地域での生息環境の連続性評価

富士通株式会社

*1： HEP（Habitat Evaluation Procedure）：
ハビタット評価手続きの略であり、生態系の概念を特定の野生生物のハビタット（生息環境）に置き換え、その適性について、ハビタット
の 「質」×「空間」×「時間」として定量的に評価する土地利用評価手法。

簡単HEP*1を用いた事業所敷地の評価（2/2）



電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WGB-4,5

【取組み概要】

【生物多様性保全の観点】

・事業所内の植生や移動性のいきものを調査します。
・立地地域の固有種やレッドデータリストなどを調査します。
・外部コンサルに委託し生物多様性ポテンシャル評価を実施します。

・従来の事業所内の植生は、緑化率の向上のみを目的としていた
ため外来種（国内外を問わず）も存在しています。これらを生物多
様性に配慮した植生に切り替えていくために、地域の固有種や在
来生物などを調べて基礎データとします。

・事業所内の植生を地域の固有種とすることで、周辺地域の生態
系ネットワーク構築に貢献することが期待できます。

・事業所内の植生や生きものを把握しました。
・地域固有の植物や生きものおよび絶滅危惧種などを把握しました。
・立地地域自治体の生物多様性地域戦略の有無と、有る場合はそ
の内容を把握します。

【今後の展開】
・事業所ごとに保護対象や呼び込む生きものなどの指標を選定します。
・指標生物に合わせた施策を立案します。

株式会社東芝

【取組みのポイント】

カワセミ（横浜事業所）

関東タンポポ（府中事業所）

ササユリ（四日市工場）

発見された希少生物の例

事業所内および周辺地域の生物多様性調査
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電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WGB-4,5

【取組み概要】

【生物多様性保全の観点】

・事業所内の植栽を園芸種（人間が見て美しいもの）から地域固有の在来種（地域の生きものが好む
もの）へ切り替えます。

・呼び込みたい生きもの（蝶）が好む植栽に切り替えることで、数年後にビオトープとなることを狙います。

・事業所内ならびに周辺地域の植生や生きものを把握した上で、呼び込む対象を選定しました。
本事例では蝶に焦点を当て、ターゲットを選定しました。

・地域固有の植物や生きものならびに絶滅危惧種などを考慮しました。

株式会社東芝

【取組みのポイント】

栽培する植物 呼び込みたい蝶

カラムシ アカタテハ

ハナウド キアゲハ

ヨモギ ヒメアカタテハ

植物と呼び込みたい蝶の組み合わせ（例）

ハナウド

カラムシ アカタテハ（成虫）

キアゲハ（成虫）

アカタテハ（幼虫）

キアゲハ（幼虫）

事業所の植栽変更

25

※対象地域 ： 本州、四国、九州



電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WGB-4, 5

パナソニック株式会社

【取組み概要】

守口・門真地区で、地域と連携して生物多様性の取組みを進めるための、産官学による

協議の場を２０１０年１０月に設置しています。

【生物多様性保全の観点】
自治体や大学、専門的な知見を持つ企業などと広く連携することで、生物多様性の取組みを
より効果的に進めることが可能となります。

地域と連携した生物多様性の取組み（1/2）
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■協議会での検討テーマ

①多様な生き物を感じる緑地づくり

②地域特有の生物多様性の回復、再生

③科学的なアプローチ（モニタリング手法）

④ 地域協働のプログラム検討

■めざす姿のイメージ

パナソニック株式会社

【取組みのポイント】
関係する主体がめざす姿を共有し、その実現に向けて生物多様性に配慮した緑地づくりを
進めていくことが重要です。なお、取組みにあたっては、生きもののモニタリングなどを通じて
科学的に検証していくこと、より多くの市民が参加できるような地域協働のプログラムを
企画推進することがポイントとなります。

【今後の展開】

生物多様性に配慮した緑地の創出、指標となる生きもののモニタリング、子供向け環境学習

の実施に取り組んでいきます

地域と連携した生物多様性の取組み（2/2）

B-4, 5
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B-4, 5

【取組み概要】
当社本社ビル「ThinkParkTower」を包み込む「ThinkParkForest」は、敷地の約4割を緑化し

都市空間に本物の森を創り出しています。
また、目黒川下流域の水脈と東京湾から吹く夏の卓越風に着目し、「風の道」をつくりました。

「風の道」は、敷地内だけではなく都市のヒートアイランド現象を緩和させ、生態系のつながりを再
生する「生物の道」としての機能も併せ持っています。

株式会社明電舎

風の道【取組みポイント】
①当地の畦道で咲いていたアザミなど

の草花を移植した地元優先のアイデア
②森の骨格を形成する樹木の地道な

研究成果を活用
③地元住民との信頼関係の構築

（住民説明会の開催等）

【生物多様性保全の観点】

原風景に出会えるような里山的な森づくりを意識することで、
生物多様性の回復に貢献できる持続可能な緑地環境を創り
出しました。

空から見たThinkParkForest ThinkParkForestに訪れたナミアゲハ

生物多様性に配慮した本社ビル



電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WG
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B-6, J

【取組み概要】 事業所内の緑化地帯や、周辺地域、上空に目をむけ、生き物を観察しています。

【生物多様性保全の観点】

特に都市圏においては、まとまった緑地を有する
事業所は、周辺地域とあいまって生態系の一部を
構成している可能性が高いです。生きもの観察を行
うことで、事業所の、地域生態系における役割を見
直すことができます。

三菱電機株式会社

【取組みのポイント】

①事業所内緑化エリアや、周辺地域と植物が連続
する区域などの昆虫・動植物を確認します。
②種類の同定、希少種・固有種・在来種などの分類
を行うことで結果に対する理解が深まります。
③作業にあたっては地域有識者や環境NPOの協力
を仰ぎ、独善的な評価を防ぎます。

【現在の課題、今後の展開 など】
四季ごとの定期観察や、半径数km程度の範囲の

山林、河川、海洋などとの生態連鎖を調べることで、
地域生態系にとってよりよい緑化整備のありかたが
見えてくると思われます。

関連情報URL http://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/eco_sp/biodiversity/study/index.html
事業所とその周辺の生きもの観察 A0ポスター

事業所とその周辺の生きもの観察(1/2)



電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WG

事業所とその周辺の生きもの観察 事業所別 生きもの図鑑

三菱電機株式会社

B-6, J

事業所とその周辺の
生きもの観察
A4ブックレット

事業所とその周辺の生きもの観察(2/2)

30



電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WG

【取組み概要】

バイオミミクリーとは、日本では生物模倣と訳されますが、自然界に生きる生物の機能を

観察し、それを人間が使用する機械や道具などに応用することをいいます。

当社は、このバイオミミクリーをエアコンの室内機・室外機の開発に活用し、省エネ性能の

向上に役立てています。

【生物多様性保全の観点】

動物や昆虫の形態、特性、多様な生態系がモノづくりに生かされるという点から、事業活動に

おける生物多様性の保全と持続可能な利用に取り組んでいます。

31

C-2, 3
シャープ株式会社

「バイオミミクリー」（生物模倣）の商品開発への応用（1/2）



電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WG

【取組みのポイント】

① トンボの羽の表面にある凸凹に着目し、室内機のファンに応用することで、送風効率を向上

しました。

② アホウドリの細く鋭い翼の形を室外機ファンの先端部分に応用、空気抵抗の小さい効率的な

送風を実現しました。

③ イヌワシの翼の先端が分かれていることに着目し、室外機のファンに応用し、しっかりと風を

捉えて効率よく送風します。

【今後の展開】

生物模倣はエアコンだけでなく、洗濯機などにも応用。

イルカの高速泳法の原理をパルセーターに採用する

ことで縦方向に強力な水流を生み出し、従来型より

少ない水量での洗浄を可能にしました。

今後も様々な製品開発に生態系の知恵を応用して

いきます。

32

C-2, 3
シャープ株式会社

「バイオミミクリー」（生物模倣）の商品開発への応用（2/2）



電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WG
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C-2, 3

【取組み概要】

企業活動と生物多様性の関わりを整理し、企業活動による生物多様性への影響を定量的に評価
する手法を構築。 事業活動の影響低減の定量的目標を設定し、グループ活動を推進しています。

【取組みのポイント】
LIME2などの既存の評価手法を活用し、
"事業活動による生態系への損失"や
"生態系の価値"に関連した指標で評価。

④企業活動領域の定量評価、重み付け

③「生物多様性へ影響を与える要素（影響要素）」
の抽出

②「生物多様性へ影響を与える要因となる企業活動」
の抽出

①「生物多様性へ影響を与える要因」の抽出

※定量評価の流れ

富士通株式会社

【生物多様性保全の観点】

生物多様性へのインパクトを定量的に評価し、
測定可能な目標を持って進めることで、施策の
効果や自社のレベル向上度を把握し、継続的
な改善につなげることができます。

※企業活動領域と影響要素

生物多様性への影響の定量評価



電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WGD-1, 2, 3

パナソニック株式会社

【取組み概要】

生物多様性の保全と木材資源の持続可能な利用をめざし、環境ＮＧＯと連携してガイドラインを

策定し、木材のグリーン調達を推進しています

【生物多様性保全の観点】
ガイドラインにより方針を明確にして推進することで、生物多様性に貢献するような木材の
調達ウエイトを高め、リスクのある木材をなくしていくことにつながります

生物多様性の視点を取り入れたグリーン調達の推進（1/2）

34



電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WGD-1, 2, 3

パナソニック株式会社

【取組みのポイント】
サプライヤーの協力を得て、グリーン調達の進展度合いを毎年把握しています。

【今後の展開】

２０１２年度までに調達排除に努める区分３の木材をなくすという目標を掲げて推進しています

35

生物多様性の視点を取り入れたグリーン調達の推進（2/2）



電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WG
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D-1, 2, 3

【取組み概要】
グリーン調達活動の枠組みの中で、生物多様性保全に関わるお取引先の活動を3段階の指標で

評価し、取組みをお願いしています。説明会やセミナーを開催し、企業が生物多様性保全に
取り組むことの重要性や取り組むべき活動内容、取組手順等を、お取引先に直接説明しています。

また活動の参考となる詳細説明と事例を掲載したガイドラインや、身近な環境活動と生物多様性の
つながりを認識できるチェックリストを作成、提供することで、お取引先と統合した活動の推進を図っ
ています。

【取組みのポイント】
①３段階のステージからなる

活動指標を提示
②お取引先説明会、

セミナーを開催
③活動の指針となる

「お取引先向け
生物多様性
ガイドライン」を提供

富士通株式会社

【生物多様性保全の観点】

お取引先とともに取組推進することで、サプラ
イチェーンにおける生物多様性の損失を防ぎ、
生物多様性の持続可能な利用につながります。

お取引先における生物多様性の取組推進



電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WG
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E-1 地下水涵養による水資源の保全（1/2）

水田を利用した地下水涵養の仕組み

熊本テックの水使用量と地下水涵養量

【取組み概要】

グループ会社であるソニーセミコンダクタ（株）熊本テクノロ
ジーセンター（熊本TEC）では半導体を生産しており、水を大
量に使用します。

従い、地下水は重要な生態系サービスと認識。2003年から

地元の方や各種関係者と協力して地下水涵養に取り組んで
います。

仕組み： 夏と秋の作付け前後の畑（転作田）や、稲作時期
以外の水田に、川から汲み上げた水を張り、浸透させて地下
水に還元します。

2010年度の涵養実績： 204万m3
これは熊本TECの年間水使用量（上水・地下水含む）を上回り
ます。

さらに、熊本TECでは、一部の涵養地の水田で収穫された

米を買い取り、毎年社員食堂で社員に提供するなど、地元農
家を支える地域貢献も実施。

【生物多様性保全の観点】
生態系サービスへの支払い（※PES）の事例として評価され

ています。
※PES (Payment for Ecosystem Services)：生態系サービスの対価、ないしはそ
のサービスの維持管理コストを支払うことで生態系を保全する手法

ソニー株式会社



電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WG

【取組みのポイント】

半導体生産に不可欠な「水」という生態系サービスという自社オペレーションのニー
ズと、もともと地下水が豊富な地域であり住民が水に関して感度が高かったという地
域でのニーズを合致させ、win-winの環境活動となりました。

【課題】

火山灰土で水の浸透性がよいという、この地域特有の土壌特性を活かした取組み
であるため、他地域の事業所への横展開が難しい。

【関連URL】

日本語： http://www.sony.co.jp/SonyInfo/csr_report/environment/biodiversity/area/index2.html
English：http://www.sony.net/SonyInfo/csr_report/environment/biodiversity/area/index2.html

E-1

38

地下水涵養による水資源の保全（2/2）
ソニー株式会社



電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WG

【取組み概要】

「シャープ生物多様性イニシアチブ」に基き、事業活動と社会貢献活動の両面からの取組み

をグローバルに推進する中、当社の英国生産拠点においては、廃棄物の有価物化収益を

活用した野生動植物の保護活動を展開しています。

【生物多様性保全の観点】

経営幹部のリーダーシップの下、

全従業員が環境保全に高い意識と誇りを

持って、地域の自然の回復や動植物の

保護の取組みを進めています。

39

E-2, 3, J, K

廃棄物の回収箱（左、中）と従業員向け研修資料（右）

木製梱包材を再利用した巣箱で眠るヤマネ（左）、敷地内の野草（右）

シャープ株式会社

事業活動と社会貢献活動のハイブリッドアプローチ（1/2）



電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WG

【取組みのポイント】

①事業活動と社会貢献活動の両面からの取組みを積極的に推進。

事業活動においては、拠点内に太陽光発電システムを設置し、生物多様性に多大な影響
を及ぼす地球温暖化への対策を図っています。

②従業員への廃棄物研修を通じて、生産現場の分別回収を徹底し、廃棄物の有価物化率
を高め、その売却収益を拠点内外での生物多様性保全活動に活用しています。

③ミツバチや蝶などの昆虫の増加に繋げるキバナノクリンザクラ等の野草栽培や、地域の

野生動植物保護団体とともに希少動物であるヤマネの個体数増加に貢献するプロジェク
トに参画しています。

【今後の展開】

拠点所在地のウェールズ北部は農園や果樹園の多い地域でしたが、

過去60年でその95%が失われています。2010年の国際生物多様性

の日（5月22日）には、敷地内にりんごの木を12本植樹しました。

今後も植樹を継続し、地域の生態系の回復に繋がる活動を実施して

いきます。

【関連URL】 http://www.sharp.co.jp/corporate/eco/environment/plantreport/pdf/sukm.pdf

40

E-2, 3, J, K
シャープ株式会社

植樹の様子

事業活動と社会貢献活動のハイブリッドアプローチ（2/2）



電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WGE-5, L

２０１０年
エコプロダクツ

大賞受賞

海水に紛れ込む
プランクトンの例

特長：
・処理水が清浄

・薬剤を使わないので環境
に対し安全。

・船舶の塗装を傷めない。

株式会社日立製作所

【取組み概要】
「日立バラスト水浄化システム」は、港での停泊中に取り入れられる
バラスト水を、凝集磁気分離という手法で短時間に浄化できる新しい

システムです。IMO（国際海事機関）において、バラスト水管理基準を
満たす処理装置の搭載義務化が2012年より、新造船に対して開始さ
れる予定です。

【生物多様性保全の観点】
バラスト水は、荷おろしの際には注入され、荷積みの際には排出され
ます。それにより世界中で起きている環境問題として、各地の海の
生態系破壊があります。ある国でバラスト水と一緒に取り込まれた
海水中の生物が、長い航海を経て、遠く離れた港で排出されることに
より、各地の海の生態系を壊してしまいます。

【取組みのポイント】
バラスト水浄化技術により、水中に含まれる
生物（プランクトン等）が他の地域に移動・排水され
外来種が繁殖することを防ぐことに貢献。

バラスト水処理システム（ClearBallast）

41



電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WG
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【取組み概要】

大田原事業所では、地域の農業組合と協定を結
び、田植えの時期に水不足となることから浄化し
た工場排水を水耕田へ供給しています。

【生物多様性保全の観点】

水資源を再利用することで水環境保
全に取組んでいます。

富士電機株式会社

【取組みのポイント】
①行政、地域一体型で活動としています。
②水質検査は行政、農業関係者の立会い

のもとで、おこなっています。

工場排水を浄化し、水耕田へ再利用

E-5



電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WG

事業所構内における外来種対策

F- 4

43

株式会社島津製作所

【取組み概要】

海外貨物の中から外来生物が発見された事象を契機として、

外来種が侵入する可能性がある着荷場を有する職場内に、外

来生物を発見した際の対処手順を掲示し、当該部門における

担当者へ周知しています。

特に外来生物法によって指定された「特定外来生物」は、厳密

に管理する必要があることを伝えています。

【生物多様性保全の観点】

・海外から直接貨物が届く過程で、日本国内に侵入する可能

性のある外来生物の駆除を行うことで、在来種を含めた日本

国内における生物多様性の保全に寄与します。

【取組みのポイント】

・発見した際の具体的な手順を作成・掲示しました。

・外来生物法の「特定外来生物」が生物多様性に及ぼす悪影

響と、事業者のとるべき義務を把握しました。

発
見

駆
除

連
絡

開
梱

社内における手順書の一部（抜粋）



電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WGG-1, 2, 3, 5

パナソニック株式会社

【取組み概要】

生物多様性と関係が深い商品を対象に、国際的な環境ＮＧＯ「バードライフ・インターナショナル

アジア・ディビジョン」に第三者の立場で生物多様性視点の評価を受けました

【生物多様性保全の観点】
商品と生物多様性の関係を正しく理解することで、生物多様性に貢献する商品の開発や
マーケティングを進めていくことが可能となります。

商品と生物多様性の関係性に関する第三者評価（1/2）
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電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WG
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G-1, 2, 3, 5
パナソニック株式会社

【取組みのポイント】 商品が、生物多様性にどのように依存あるいは影響を与えているかを明らかにします。
また、今後、生物多様性に対する社会的関心が高まるに連れて、ビジネス上の
リスクやチャンスがどの程度あるのかを見える化します

【今後の展開】 評価結果を、お客様への商品訴求などに活用していきます。

また、必要に応じ、新しい商品の評価を実施していきます。

商品と生物多様性の関係性に関する第三者評価（2/2）



電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WGH-1, L

淡水化装置（RO膜ユニット)
日本国内はもとより、深刻な水問題を抱える海外の地域でも
飲み水を供給することができ、人々の暮らしを支えています。

アラビアンオリックス

株式会社日立製作所

【取組み概要】
砂漠の真ん中に｢アラビアンオリックス」の水飲み場をつくる。

砂漠で井戸を掘って塩水しか出ないところに、淡水化装置で淡水にし
てアラビアンオリックスの水飲み場に水を供給しました。砂漠の真ん中
なので、水を淡水化処理に使用する電気は太陽光パネルにより供給し
ました。

【生物多様性保全の観点】

製品の技術を活用し、生物多様性保全（絶滅危惧種の保全）に貢献してい
ます。2011年6月16日にIUCNが発表の絶滅危惧種のレッドリスト最新版
では、アラビアンオリックスの評価は、絶滅危惧IB類(近い将来における野
生での絶滅の可能性が高い)から絶滅危惧Ⅱ類(絶滅の危険が増大してい
る)に変更されました。

【取組みポイント】
①地域での運用が可能な太陽光
システムと浄水処理を組合せた。
② 絶滅危惧種の保護を通じて、
地域の生態系の改善を支える。

淡水化装置（RO膜ユニット)

太陽光発電運転淡水化プラント
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電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WG

絶滅危惧種を通じて生物多様性を学ぶ教材の開発

【取組み概要】

IUCN（国際自然保護連合）のレッドリストを用いて、世界中の絶滅危惧種を
テーマとしたカードゲーム教材 “bidi” を開発しました。

“bidi”は、世界中でどのような種がどのような理由で絶滅してしまったのか、
どうして絶滅しそうなのかについて、楽しみながら学ぶことができる仕組みに
なっています。

ゲームのルールやカードのイラスト・デザインなど、“bidi” の制作にあたって
は、同志社大学と京都精華大学の学生さんとも連携しました。

【生物多様性保全の観点】

・幅広い年齢層の方々が楽しみながら絶滅危惧種や、生物多様性の保全に
ついて考えるきっかけを提供します。

【取組みのポイント】

・絶滅危惧種を巡るさまざまな問題を遊びながら学ぶことができます。

・この教材を用いて、近隣の小中学校への出前講座を実施しています。

・Webサイトより、送料のみご負担いただき、無償で提供しています。

【関連情報URL】

（株）島津製作所 環境・社会活動
http://www.shimadzu.co.jp/csr/e-club/index.html

J，K
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株式会社島津製作所

カードゲーム”bidi”



電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WG

【取組み概要】

NECグループでは、2003年から、従業員の環境意識啓発を目的に茨城県石岡市において田んぼ作りを行ってい

ます。2010年から、牛久市の休耕田を借り受け、田んぼ作りのエリアを拡大することを決定しましたが、休耕田を

復田するにあたり、復田前後での生き物の変化を観測することとしました。

2010年はNPOの協力のもと、1年かけて荒廃した休耕田で毎月定点観測を行いました。2011年は2月に復田を開

始し、田植えから収穫までを行う中で、2010年と同様の定点観測を行いました。

48

荒廃した休耕田での生き物調査の様子
（従業員家族が参加するイベントとして実施）

親子で調査結果をまとめる様子

K
日本電気株式会社

NEC田んぼ作りPｊ 復田前後の生き物変化（1/2）



電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WG
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【取組みのポイント】

• 生態系について専門知識を持った社外の有識者（NPO）の協力を得て実施しました。

• 従業員が参加するイベントとして実施したことで、生態系・生物多様性に対する意識啓発に繋がりました。

• 取組み前後の変化を見ることは活動の成果を見るという点からも重要でした。

• 調査方法は、指標生物の生息場所と個体数を記録表にチェックしていくラインセンサス法でした。

【生物多様性保全の観点】

• 一般的に里山は生態系に良いとされていますが、実際に休耕田を復田して里山にすることで、どれだけ生態系に

変化が出るのかを知ることができました。復田前後の変化については現在集計中ですが、明らかに良い変化が見

られています。

日本電気株式会社

K

NEC田んぼ作りPｊ 復田前後の生き物変化（2/2）



電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WG
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【取組みのポイント】
①事業特性を活かし、保全活動

へ技術面で支援
②保全を進めるNGOと連携し、

フィールドの課題解決を支援

富士通株式会社

【生物多様性保全の観点】
保全を進める主体（NGO、自治体

等）の調査、モニタリングにICTを適用
し、各種データの収集/分析、作業を支
援しています。

【取組み概要】

日本野鳥の会では、餌の少ない冬期でもタンチョウが給餌に頼らず生息できる環境を構築するため、
北海道鶴居村にて2008年より自然採食地を8ケ所整備し、月に2回の頻度で調査員によるタンチョウ

の実態調査を実施してきました。調査員がタンチョウの利用時間を避け積雪の多い現地に立ち入り、
調査するのは困難で、より正確な調査のために現地調査の頻度を上げることが課題でした。

富士通が開発したマルチセンシング・ネットワークを用いて、自然採食地に監視カメラを搭載したマ
ルチセンシング・ユニットを設置し、1.9キロメートル(Km)離れたネイチャーセンターに撮影画像などの

データを定期的に送信。自然採食地の状況をリアルタイムに把握し、温度情報などと合わせて分析
することで、自然採食地の有効性評価、設備計画などに活用しています。（測定に使用するマルチセ
ンシング・ユニットはソーラーパネル、バッテリーを搭載）

【関連URL】
http://jp.fujitsu.com/about/csr/eco/biodiversity/vision3/support/japanesecrane/

ICTを活用した釧路湿原周辺部のタンチョウ保全の支援



電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WG
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【取組み概要】

2006年から、熊本県玉名郡和水町
（なごみまち）「ふれあいの森」での
里山再生活動に取組んでいます。

【生物多様性保全の観点】

活動開始から6年、棚田の再生活動などにより
サワガニやイモリなどの生物種の回復に貢献しています。

富士電機株式会社

【取組みのポイント】
①事業所の社員、地域ステークホルダー

参加型で計画、実施します。
②事業所内だけでなく、周辺緑地を含めた

ネットワークを評価し、地域生態系との
連続性を考慮した対策につなげることを
目標としています。

熊本県で「なごみの里」プロジェクトを推進

K



電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WG
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【取組み概要】
有志の社員を募り、共通の教育を通してリーダーとして育成し地域で自然観察教室を行っています。

【生物多様性保全の観点】

資源に依存し事業を営む製造業の社員が、地域の皆さんと自然に触れることで、その不思議さに
気づき、資源循環の重要性や人間が生態系に与える影響に気づきます。この体験を通じて、地域
市民として、また、企業人として自然のためにできることを認識し行動を促します。

三菱電機株式会社

【取組みのポイント】
① 社員による手作りかつ地域に根ざした活動を展開します。
② 地域有識者や環境NPOの協力を仰ぎ、よりバラエティーに富んだ観察の観点を加えます。
③ 単なる観察でなく、五感を活かした体験を通し、生きもの同士の関わり合い(相互作用)に

気づきます。

【現在の課題、今後の展開 など】
子供のみならず、大人の知識欲も満たすことのできる教室の展開。

【関連情報URL】
http://www.mitsubishielectric.co.jp/corporate/eco_sp/biodiversity/mind/index.html

社員リーダーによる自然観察教室(1/3)



電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WG

目標設定とレビュー

植物の多様性の習得 共通体験が連帯の源

座学による理論習得

三菱電機株式会社

K

社員リーダーによる自然観察教室(2/3)

社員リーダーの
養成
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電機・電子4団体
環境戦略連絡会 生物多様性WG

有識者の知恵を借り地域を見直す

構内水路に棲む魚の観察触覚体験

構内樹木を通した自然の理解

全国での
実施状況

三菱電機株式会社

K

社員リーダーによる自然観察教室(3/3)
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４．電機・電子業界と生物多様性の関係性 
 ・「電機・電子業界の生物多様性との関係性」 
 ・「電機・電子業界の生物多様性との関係性」で扱う用語の定義 
 
 
 １）「電機・電子業界の生物多様性との関係性」について 
  企業活動ライフサイクル、コミュニケーション、社会貢献活動において、 
 ①生物多様性から享受している恵み（生態系サービス） 
 ②生態系への影響要素 
 ③生態系への影響を低減するためのアクション 
 ④経営リスク 
  ：生物多様性保全に取り組まないことによるリスク、及び取組み方を誤ることによるリスク 
 ⑤チャンス（メリット） 
  ：経営レベルで捉えたチャンス 更にコスト削減等のメリットを含む 
 ⑥積極的な生態系への貢献（例：製品・サービスによる貢献） 
  の視点で整理したものです。 
 
  「③生態系への影響を低減するためのアクション」は従来からの環境活動と同様の取組みと 
  生物多様性保全特有の取組みを分け、更にサプライチェーン、社外ステークホルダーとの連携 
  を要する取組みを識別しています。 
 

【「電機・電子業界の生物多様性との関係性」表中での表記の分類】 
従来からの環境活動と同様の取組み： 黒字 
生物多様性保全特有の取組み： 赤字 
自社のみで実施できる取り組み： 下線なし 
サプライチェーン、社外ステークホルダーとの連携を要する取組み： 下線 

 
 ２）「電機・電子業界の生物多様性との関係性」で扱う用語の定義 
  本表で扱っている用語について、当 WG における定義を含めて記載しています。 
 



電機・電子関連事業と生物多様性との関係性

供給サービス

エネルギー資源（ﾊﾞｲｵﾏｽ、自然ｴ
ﾈﾙｷﾞｰ（風力、波力、太陽光）等）
の供給
再生可能資源（水、木材、生物由
来材料など）の供給

エネルギー資源（ﾊﾞｲｵﾏｽ、自然ｴﾈ
ﾙｷﾞｰ（風力、波力、太陽光）等）の
供給

再生可能資源（水、木材、生物由
来材料など）の供給

エネルギー資源（ﾊﾞｲｵﾏｽ、自然ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ（風力、波力、太陽光）等）の供給

エネルギー資源（ﾊﾞｲｵﾏｽ、自然ｴﾈ
ﾙｷﾞｰ（風力、波力、太陽光）等）の供
給

再生可能資源（水、木材、生物由来
材料など）の供給

エネルギー資源（ﾊﾞｲｵﾏｽ、自然ｴﾈ
ﾙｷﾞｰ（風力、波力、太陽光）等）の
供給

エネルギー資源（ﾊﾞｲｵﾏｽ、自然ｴﾈ
ﾙｷﾞｰ（風力、波力、太陽光）等）の
供給

調節サービス

土壌浸食の調整
大気・水・土壌の浄化
廃棄物の処理
自然災害からの防護
疫病の予防

大気・水・土壌の浄化 大気・水・土壌の浄化 大気の浄化

大気・水・土壌の浄化

廃棄物の処理（地中微生物が有機
廃棄物を分解して毒性を低下させ
る。）

文化的サービス
レクリエーション、精神的充足な
どの文化的サービス

レクリエーション、精神的充
足などの文化的サービス

レクリエーション、精神的充
足などの文化的サービス

その他
バイオミミクリーなどによる製品
開発へのインスピレーション

事業所の
土地利用

研究開発・設計 原材料調達 製品製造 梱包・輸送 販売 使用
回収・リサイクル

廃棄
コミュニケーション 社会貢献活動

開発・改変
生息地の変化

工場・事業所建設による生息・
生育地の変化（喪失・汚染等）

鉱物資源、レアメタルの採掘、木
材・パルプ資源の開発による生態
系の破壊
工場からの騒音、振動、光による
生態系への影響

鉱物資源、レアメタルの採掘、木
材・パルプ資源の開発による生態
系の破壊
騒音、振動、光による影響

騒音、振動、光による影響
（船便による海の生態系への影響）

販売サービス、プロダクトに関わる
お客様先での施設建設時の生息地
の変化

・鉱物資源、レアメタルの使用によ
る生態系の破壊
・埋立処分による土地利用

－ －

気候変動
温室効果ガス排出による気候変
動

温室効果ガス排出による気候変動 温室効果ガス排出による気候変動 温室効果ガス排出による気候変動
販売サービス、プロダクトによるお
客様先での温室効果ガス排出

温室効果ガス排出による気候変動 温室効果ガス排出による気候変動

過剰利用 生物由来材料の利用 生物由来材料の利用
販売サービス、プロダクトによるお
客様先での資源の過剰利用（水、
生物由来材料など）

水資源の過剰利用

外来種
外来生物の利用（植栽など）に
よる地域生態系の攪乱

バラスト水や貨物混入による生態系
撹乱（外来種）

汚染
水域・大気・土壌への化学物質
の排出

水域・大気・土壌への化学物質
の排出

（サプライヤーでの）水域・大気・土
壌への化学物質の排出

（自社での）水域・大気・土壌への
化学物質の排出

大気・土壌・水域への化学物質
（SOx、NOxなど）の排出

販売サービス、プロダクトに関わる
お客様先での生態系汚染

（お客様先での）水域・大気・土壌へ
の化学物質の排出

水域・大気・土壌への化学物質の
排出

利用の縮小 社有地の放置、管理不足

開発・改変
生息地の変化

事業所立地の影響評価、環境
アセスメントの実施

生態系評価

建築前の生態系への修正（修
復・回復・復元）・代償（オフセッ
ト）活動の実施

PES(生態系サービスに対する支払
い)の実施（水涵養など）

影響の監視、測定

光害に配慮した照明の採用

輸送ルートの生物多様性配慮

生物多様性に配慮した輸送委託業
者の選定

輸送業者への配慮要請、啓発

お客様へ、販売サービス、プロダク
トを生物多様性に配慮して適用する
ための情報提供、啓発

提供する製品の第三者評価（生物
多様性配慮）

生物多様性に配慮した製品の拡販

影響の監視、測定

使用済み製品の回収・ リサイクル
による効率的な資源回収

リユース・リサイクル技術の向上

気候変動
製造段階における省エネ・GHG排
出削減とクリーンエネルギーの利
用拡大

温室効果ガス排出量の少ない輸送
形態の選択

モーダルシフトの推進

お客様へ、販売サービス、プロダク
トを生物多様性に配慮して適用する
ための情報提供、啓発
提供する製品の第三者評価（生物
多様性配慮）

使用段階における省エネ・GHG排
出削減

リサイクルプラントにおける省エネ・
GHG排出削減

過剰利用

水資源の過度な利用の抑制

循環型資源の利用、資源の再利
用・適正処理

お客様へ、販売サービス、プロダク
トを生物多様性に配慮して適用する
ための情報提供、啓発

提供する製品の第三者評価（生物
多様性配慮）

使用段階における水使用量削減

外来種

バラスト水を適正処理している船舶
の利用
外来種の侵入対策（対処手順の作
成・周知、駆除など）

汚染
汚染物質の利用低減につながる
製品設計

サプライヤーへのCMSの要請、啓
発

廃棄物、化学物質の排出抑制

排水の適正処理
水温管理、バイオアッセイなど

輸送ルートの生物多様性配慮
生物多様性に配慮した輸送委託業
者の選定
輸送業者への配慮要請、啓発

お客様へ、販売サービス、プロダク
トを生物多様性に配慮して適用する
ための情報提供、啓発
提供する製品の第三者評価（生物
多様性配慮）

提供する製品に含有する化学物質
の削減

リサイクルプラントにおける汚染物
質の適正処理

利用・管理
の縮小

社有地の環境調査と計画的管
理

工場建設時の周辺地域との摩
擦

訴訟・不買運動

研究開発用資源が使用できなく
なる

違法な原材料の使用（有害な原材
料の不使用による製造困難？）

資源調達コストの上昇

資源調達の不安定化

訴訟・不買運動

水域、大気、土壌の汚染

訴訟・不買運動

輸送コストの上昇

訴訟・不買運動
訴訟・不買運動 訴訟・不買運動

不法投棄による信頼失墜

廃棄場所の確保が困難になる

不買運動

ステークホルダーとの関係
悪化

企業方針・指針との不整合

地域生態系を考慮しない植
林、植樹

事業所の周辺地域を巻き込んだ
取り組みや事業所の一部を自然
保護区域にするなどの取り組みに
よるブランドイメージ向上

周辺地域への信頼強化

事業所緑化による税金の減免措
置

生態系ネットワークの構築による
生物多様性ポテンシャルの向上

生物多様性保全技術等、新たな
市場の創出

ブランドイメージ向上

自然エネルギー、再生可能なエ
ネルギーなどの市場拡大

資源の長期的な確保とサプライ
チェーン強化

調達コスト削減

ブランドイメージ向上

希少資源や都市鉱山のリサイクル
による調達コストの削減

経営体質の強化（資源生産性、ｴﾈ
ﾙｷﾞｰ生産性の向上など）

製造コスト削減

ブランドイメージ向上

経営体質の強化（輸送効率の向
上、）

輸送コスト削減

ブランドイメージ向上

生物多様性保全に繋がる製品販売
による購買増加

ブランドイメージ向上

生物多様性保全に繋がる製品販売
による購買増加

ブランドイメージ向上

資源の長期的な確保

ブランドイメージ向上

希少資源や都市鉱山のリサイクル
ビジネス拡大

ステークホルダーの理解、関
係強化

社会的責任投資、投資家へ
のアピール

新聞などメディアに取り上げ
られることによる広告効果

多様な主体とのコミュニ
ティ、ネットワーク形成による
事業基盤の強化

ブランドイメージ向上

－ ー
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①生物多様
性から享受し
ている恵み

（生態系
サービス）

⑤チャンス
（メリット）

企業活動

⑥積極的な生態系への貢献
[例：製品・サービスによる貢献]

基
盤

サ
ー

ビ
ス

④経営リスク

②生態系への
影響要素

マネジメント マネジメント

植林などによる供給、調整、
文化サービスの向上

生態系の維持・向上

生物多様性保全団体への寄
付・助成

森林・里山保全

生物多様性に配慮した事業所
管理（在来種の採用、殺虫剤・
化学肥料の適正使用、外来種
の駆除、ビオトープ、など）

周辺地域と連携した事業所管理
（エコロジカルネットワークなど）

【事業・製品
ライフサイクル】

③生態系への影響
を低減するための

アクション

【社会貢献】
生態系保全活動

LCAを用いた定量的評価による
生物多様性への影響評価

製品への解体分別容易化設計
の促進

循環型資源の利用

資源使用量削減

バイオミミクリーを製品設計に活
用

生物多様性保全の視点を取り入
れたグリーン調達ＧＬ等に基づく取
引先の取組状況の評価付け

FSC認証紙など生物多様性に配
慮した材料の使用
（第三者認証を得た材料の調達）

サプライヤーと連携したものづくり
（廃棄物、CO2、化学物質削減）

問題のある採掘場からの産出物
の利用状況の把握・削減・中止

社会全体の生物多様性保全
意識の向上（CM、広告、
ホームページ、展示など）

生物多様性保全につながる
教育啓発の実施

地域連携による生態系ネット
ワークの構築

生物多様性への影響低減
につながる製品サービス

水処理・空気浄化・土壌浄化
資源循環 関連事業

自然再生事業
影響低減、保全を支援する

IT ソリューション
再生可能エネルギー
（新エネルギー事業）

B C D E F G H I

1

2

3

4

5

6

【事業・製品ライフサイクル】生態系への影響低減アクション 【社会貢献】生態系保全活動 の区分

黒字：従来からの環境活動と同様の取組み、赤字：生物多様性視点の特徴的取組み、 二重下線：社内でクローズした対応が不可で、サプライチェーン、社外ステークホルダーとの連携を要する取組み
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■「電機・電子関連事業と生物多様性との関係性」で扱う用語の定義

No 用語 定義 備考(出典）

1 生物多様性 同一種内、異なる種間および異なる生態系間で見られる生物の多様な状態
企業のための生態系サービス評
価（ESR)

2 生態系の多様性 森林、里地里山、河川、湿原、干潟、サンゴ礁など多様なタイプの自然がある 環境省

3 種の多様性 動植物から細菌などの微生物にいたるまで、多様な生きものが存在する 環境省

4 遺伝子の多様性 同じ種でも異なる遺伝子を持つことにより、形や模様、生態などに多様な個性を持っている 環境省

5 生態系サービス

人類が生態系から得られる恵みのこと

※鉱物および化石燃料（石炭、石油、天然ガス）は天然資源の例であり、生態系サービスではな
い。鉱物や化石燃料の量と質は、現存する生態系の生命ある構成要素に依存しておらず、生態
系由来の恵みとは言えない、化石燃料や一部の鉱物は数百万年前に生存していた有機物質に
由来するが、このような長い時間枠はビジネスや政策決定で意味をなさない。

企業のための生態系サービス評
価（ESR)

6 供給サービス 食料、淡水、木材、及び繊維など、生態系から得られる財や製品
企業のための生態系サービス評
価（ESR)

7 調整サービス
気候、疾病、土壌侵食、水流、花粉媒介、及び自然災害からの防護など、生態系が自然のプロセ
スを制御することから得られる恵み
※「調整」とは自然現象のことであり、政府による政策や規制とは異なる

企業のための生態系サービス評
価（ESR)

8 文化的サービス レクリエーションの場、霊的な価値、審美的な喜びなど、生態系から得られる非物質的な恵み
企業のための生態系サービス評
価（ESR)

9 基盤サービス 他のサービスを維持するための栄養塩循環、一次生産等の自然のプロセス
企業のための生態系サービス評
価（ESR)

10 生態系への影響

生物多様性に与える負（マイナス）の影響

ミレニアム生態系評価（MA)、日本の生物多様性総合評価（JBO：JAPAN BIODIVERSITY
OUTLOOK)により、主に下記の６つの要素が言及されている
①開発・改変による生息地の変化、②気候変動、③過剰利用、④外来種、⑤汚染、⑥利用・管理
の縮小

本WG定義

11 生態系への影響低減アクション 生物多様性に与えるマイナス（負）の影響を低減する、プラス（正）の方向に導くアクション 本WG定義

12 経営リスク 生物多様性保全に取り組まないことによるリスク　及び　取組み方を誤ることによるリスク 本WG定義

13 チャンス（メリット） 経営レベルで捉えたチャンス　更にコスト削減等のメリットを含む 本WG定義

14 製品・サービスによる貢献
提供する製品・サービスにより、お客様へのサービス段階、お客様の使用段階において、生物多
様性保全に貢献する要素

本WG定義

15 土地利用　　　　　　

事業活動における土地の購入、工場（プラント）建設、事業場の操業、社有地の管理に関わるも
の。
社会貢献等、事業外のフィールドとしている土地は対象外とするが、オフセットとして利用する土
地については対象に含めるものとする。

本WG定義

16 コミュニケーション
ステークホルダーとの環境コミュニケーション全般。
ただし、顧客に対してビジネスの過程で実施するコミュニケーションは「販売」に含めるものとする。

本WG定義

17 バイオアッセイ
そこにある排水や排気ガス、河川水や大気などが、生体に影響があるかどうか、毒性があるかど
うかを、メダカやミジンコなど生物を使って試験する手法のこと。Bio（生物）とAssay（分析・評価）を
組み合わせた言葉で、日本では生物検定法、生物学的試験、毒性試験などと呼ばれている。

環境goo「環境用語集」

18

生態系サービスへの支払い
PESの定義について国際的に合意されたものはないが、原則として以下の要件を満たすものとさ
れている。（Wunder, 2005）
1. 生態系サービスの受益者と供給者との自発的な売買
2. 生態系サービスの明確な定義化（またはそれらのサービスに関連する土地利用の定義化）
3. 生態系サービスの購入者（買い手）の存在
4. 生態系サービスの供給を管理する生態系サービスの供給者（売り手）の存在
5. 生態系サービス供給者が生態系サービスの供給を継続的に確実にすること

環境省
生態系サービスへの支払い（PES)

19 バラスト水（Ballast Water）   

荷物を積載していない船を安定させるために積み込む海水のこと。荷物を降ろした時に積み込ま
れ、到着した港で荷を積む際に捨てられる。
バラスト水に混入した生物が世界中に拡散、本来の生息地でない場所での繁殖が問題となって
いる。

環境省

20

人と自然の共生を確保していくため、原生的な自然地域等の重要地域を核として、生態的なまと
まりを考慮した上で、有機的に繋いだ生態系のネットワーク。ネットワークの形成により、野生生物
の生息・生育空間の確保、人と自然とのふれあいの場の提供、地球温暖化防止等多面的な機能
が発揮されることが期待される。

環境省

21 ※生物多様性オフセット
開発事業などの人間の活動によって損なわれる生態系の損失を、PPP（汚染者負担）の原則に
則って損失を与える主体の責任で、他の場所に生態系を復元、創造などすることによって損失補
償するという仕組み。

田中章・大田黒信介 (2008年9月).
“諸外国における自然立地のノー
ネットロス政策の現状” (pdf). 2008
年度環境アセスメント学会研究発
表会要旨集

22 ※ミティゲーション（Mitigation）

開発事業による環境に対する影響を軽減するためのすべての保全行為を表す概念。
アメリカでは国家環境政策法(NEPA)の中で、ミティゲーションを次のように分類し定義している。
　１）ある行為またはその部分をしないことにより、環境影響を回避すること。（回避）
　２）ある行為の実施の程度や規模を制限することにより、環境影響を最小化すること。（最小化）
　３）影響を受けた環境を修復、再生、または復元することにより、環境影響を矯正すること。（矯
正）
　４）事業期間中の保護および維持活動によって、経年的な環境影響を軽減すること。（軽減）
　５）代用の資源や環境で置換またはこれらを提供することによって、環境影響を代償すること。

環境省
「環境アセスメント用語集」

※印：シート「電機電子業界と生物多様性との関係性」に直接表記されていないが、関連して説明しているもの

PES
：Payment for Ecosystem Services

エコロジカルネットワーク
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