
電機・電子4団体
生物多様性WG 活動総括

ー2011～2020年度ー

2021年３月



１．生物多様性WGの成り立ちと構成メンバー

電機・電子4団体 環境戦略連絡会 傘下組織として
生物多様性条約COP10を契機に2011年5月に発足

発足時2011年度メンバー 2020年度メンバー

主査：富士通
副主査：日立製作所

委員：シャープ、ソニー、東芝、日本電気、
富士電機、明電舎

主査：三菱電機
副主査：富士ゼロックス
シニアアドバイザー：ソニー
委員：アズビル、エスペック、カシオ計算機、

東芝、ニコン、 日本電気、日立製作所、
パナソニック 、明電舎

オブザーバ：JVCケンウッド、富士フイルムホー
ルディングス、安川電機

事務局：JEMA(幹事)、JEITA、JBMIA、
CIAJ

事務局：JEMA(幹事)、JEITA、JBMIA、
CIAJ

■ WGメンバー企業(委員は50音順)



２．活動実績（１）分析

事業活動と生物多様性の関連性整理（～2012年度）
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

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

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
外来植物の利用（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および生態
系評価、環境アセスメントの実施

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

・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

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

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

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

SH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

SH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

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

基
盤

サ
ー

ビ
ス

経営リスク

コミュニケーション 社会貢献活動

生態系への
影響

【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

生物多様性に配慮した事業所とそ
の周辺地域の緑化（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、エコロ
ジカルネットワークなど）

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

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

循環型資源の利用

資源使用量削減

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

事業、製品ライフサイクル

生物多様性が
もたらす恵み

（生態系
サービス）

チャンス
（メリット）

企業活動

[積極的な生態系への貢献　例]
製品・サービスによる貢献

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）

A B C D E F G H

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

I Jライフサイクル

生態系
サービスの
利用

生態系への
影響

電機・電子業界の企業活動と生物多様性との関係性を整理し、各ステージ毎に、生物多様性から受ける恵み
（生態系サービス）、生物多様性へ与える正負のインパクト、影響を削減するアクション、リスクと経営機
会などを見える化。2019年度に海洋プラスチック汚染の情報を追加した。



２．活動実績（１）分析

事業活動と愛知目標の関連性整理（2013年度）

電機・電子業界の事業活動が、ライフサイクルステージ毎にどのように各愛知目標と関連するかを整理。

この結果、20の愛知目標のうち、17項目において関連することが明らかに。



２．活動実績（１）分析

ABSへの対応について（2016年度）

電機・電子業界とABS（Access to genetic resources and Benefit Sharing:遺伝資源の公正で衡平な

利益配分）について環境省との意見交換を踏まえ、直接的影響や関係性はそれほど高くないとの共通認

識を得るとともに、ABSに関する基本的なQ&Aと、参考情報を整理した。



２．活動実績（2）ツール制作

教育・啓発ツールLet’s Study Biodiversity(2014年度~)

会員企業向けの生物多様性に関する教育・啓発ツールとして制作、2016年には1.2追補版と、英訳版

も発行。いずれもppt形式で、ユーザによる編集・利用を可能にした 。

東京／大阪でセミナーを開催した他、パイロットプロジェクト（ＷＧメンバーを講師とした会員企業

従業員に対する出張講座）も実施した（日立金属様、2015年12月）。



２．活動実績（2）ツール制作

LSB従業員教育エッセンス版／経営層説明版(2016年度）

会員企業のニーズから、 LSBから要素を抽出した派生版として制作した。経営層を対象に活動の意義を

説明したもの、また、従業員を対象した社内教育プログラムへの組み込みを意図したものとがあり、更

に2018年度には英訳版も制作した。



２．活動実績（2）ツール制作

愛知目標20項目の中から8項目を抽出し、目標に対して会員企業が貢献していくための方向性を示す。

2016年度に英語版、更にSDGsとの関連性を追加した改訂第2版を2018年度に発行した。

電機・電子業界 行動指針（2015年度～）



２．活動実績（2）ツール制作

生物多様性保全活動事例データベース（2016年度～）

会員企業による様々な活動事例を登録し、PRと水平展開を図ることを目的に構築（登録事例数約300件）。

事例は活動地域（国内外、都道府県）、愛知目標、フリーテキストで検索可能な仕様となっている。

環境省が推進する「にじゅうまるプロジェクト」への事例提供協力も実施（2017年度から約260件）し、同

プロジェクトの宣言数拡大に大きく貢献した。

【連携による効果、成果】

・会員企業各社の活動PR、業界団体の活動PR

・愛知目標や生物多様性保全への貢献の見える化

・UNDB-J※認定連携事業に会員企業の活動が選出

※UNDB-J: 国連生物多様性の10年日本委員会



Let’s Try Biodiversity!(LTB)(2017年度～）

２．活動実績（2）ツール制作

比較的容易な生物多様性保全活動の具体的な方法を解説した手引き書として、企業の取組み支援と裾野拡大

を図る。また、これを教材として、会員企業を対象とした体験型実践説明会を展開(LTBプロジェクト/4回）。

更に同シリーズとしてPick Up1(持続可能な紙調達/2017年度）、Pick Up2(陸から減らそう！海洋プラス

チックごみ/2019年度）と、全ての英語版も制作(2020年度)し、ウェブサイトで公開している。

＊2018年生物多様性アクション大賞 部門優秀賞受賞



公開セミナー、見学会 開催実績

２．活動実績（3）セミナー、見学会

実施日 タイトル・テーマ 外部講師 参加人数

2012.9.27 生物多様性保全推進セミナー
・電機・電子業界関連性整理結果
・活動事例紹介

IUCN-J 古田 尚也 氏 約80名

2014.5.28 生物多様性保全推進セミナー
・Let’s Study Biodiversity紹介

Nacs-J 道家 哲平氏 約80名

2015.6.1(東京）
6.15(大阪）

生物多様性保全推進セミナー
・電機・電子業界行動指針説明

（株）博報堂/CEPA JAPAN
川廷昌弘 氏

約120名

2015.12.15 生物多様性保全推進セミナー
・ISO14001改定と生物多様性保全

経団連自然保護協議会
中井邦治 氏

約80名

2016.7.26 生物多様性保全活動事例見学会
・NEC我孫子事業場

手賀沼水生生物研究会
ノーバスネット 小林光 氏

約30名

2018.5.31 生物多様性保全活動実践説明会
(石坂産業 三芳町)

石坂産業（株）
間野圭子氏

約30名

2018.11.2 生物多様性保全活動実践説明会
（エスペック 神戸R&Dセンター）
・事業所敷地での生物多様性活動

エスペックミック（株）吉野知明 氏
バイオーム（株）藤木庄五郎 氏

約30名

2018.12.19 生物多様性保全活動実践説明会
（ソニー/明電舎 大崎）
・都心の企業緑地での生物多様性活動

日本野鳥の会 堀本理華 氏 約40名

2019.10.30 生物多様性保全活動実践説明会
・海洋プラスチック問題

荒川クリーンエイド・フォーラム
今村和志 氏

約30名

2020.12.16 LTBオンラインセミナー
・海洋プラスチック問題

JAMSTEC 中嶋亮太氏 約90名



ＷＧメンバーを対象とした勉強会、見学会 開催実績

２．活動実績（3）セミナー、見学会

実施日 テーマ 講師、協力者
2012.6.12 ITエコ実験村見学 日立製作所

2014.11.13 先進事例見学・意見交換
東芝ライフスタイル

東芝ライフスタイル

2015.3.23 先進事例見学・意見交換
三菱電機 名古屋製作所

三菱電機

2015.6.16 先進事例見学・意見交換
パナソニック アプライアンス社 草津事業所、琵琶湖博物館

パナソニック

2015.11.26～27 先進事例見学・意見交換
島津製作所本社・三条工場、エスペック神戸R&Dセンター

島津製作所
エスペック

2016.9.26 ABS勉強会 環境省 自然環境局 自然環境計画課
生物多様性施策推進室

2017.2.23～24 JEMA福岡支部意見交換会 合同見学会
安川電機みらい館、響灘ビオトープ

安川電機
響灘ビオトープネイチャーセンター

2017.7.20～21 JEMA名古屋支部意見交換・合同見学会
トヨタの森、エスペックミック

トヨタ自動車
エスペックミック

2018.11.1 先進事例見学・意見交換
クラブハリエ ラコリーナ近江八幡

たねやグループ
堀勝之 氏

2019.3.25 海洋プラスチック問題スタディ、河川敷清掃 荒川クリーンエイド・フォーラム
今村和志 氏

2019.7.16 海洋プラスチック汚染に立ち向かうために～はじまる、ニュープラスチック・エコノミー 大阪商業大学
原田 禎夫 氏

2020.2.3～4 JEMA名古屋支部意見交換会 合同見学会
エスペック福知山工場、毛原の森、京都府農林水産技術センター 他

エスペック、京都府農林水産技術センター
海洋センター



COP13参加 (2016年12月 メキシコ、カンクン)
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・サイドイベント／UNDB-day(UNDB-J/
環境省/生物多様性条約事務局主催)に登
壇し、活動をアピール

・WGメンバーの多くがグローバルカンパ
ニーであり、複雑なサプライチェーンを
世界中に持つことから、活動が世界全体
の生物多様性保全に繋がることを紹介

３．対外活動実績

COP14参加 (2018年11月 エジプト、シャルムエルシェイク)

・ COP14の主要テーマの一つが「製造業にお
ける主流化」であり、サイドイベント「Business 
and Biodiversity Forum」、「UNDB-DAY2」に
登壇

・ LTBを主軸として、日本の事業セクターの活
動PRを行うとともに、ポスト愛知目標の情報
収集を実施

・現地にて環境副大臣との懇談や、ハイレベル
フォーラムにも招聘され参加



その他会合、イベントへの参加
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・第1回アジア国立公園会議（仙台） 2013.11.13～17

・ESDユネスコ世界会議（名古屋） 2014.11.9～12

・生物多様性条約第2回ポスト2020作業部会（イタリア） 2020.2.24～3.1

３．対外活動実績

登録、認定、受賞歴

・にじゅうまるプロジェクトへの登録
①2014年度 電機・電子LSBプロジェクト
②2015年度 電機・電子業界行動指針
③2018年度 Let’s Try Biodiversity

・UNDB-J 認定連携事業
①第5弾（2014年度 電機・電子LSBプロジェクト)
②第7弾（2015年度 電機・電子業界行動指針)
②第13弾（2018年度 Let’s Try Biodiversity)

・2018年生物多様性アクション大賞「つたえよう部門」優秀賞(LTB)
・プラスチックスマートへの登録(2020年、LTB Pick Up2!陸から減らそう！海洋プラスチックごみ）



講師派遣
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・大阪ACTグリーンエコプラザセミナー 2013.12.06
・LSBパイロットプロジェクト（日立金属） 2014.1.20
・環境省 生物多様性民間参画シンポジウム 2015.7.27
・どうする生物多様性！ISO14001:2015年版の発行を受けて（三井住友海上火災保険）

2015.10.2
・環境省 生物多様性民間参画 事業者団体によるワークショップ 2015.12.25
・環境パートナーシップ・CLUB(EPOC)主催自然共生社会分科会セミナー(名古屋) 2016.12.4

・にじゅうまるCOP3（東京） 2018.2.17～18

・UNDB地域フォーラム in 東京 2018.3.14
・環境パートナーシップ・CLUB(EPOC)主催自然共生社会分科会セミナー(名古屋) 2019.2.5
・エスペック 環境セミナー 2019.6.5
・台湾生物多様性主流化シンポジウム 2019.10.7

３．対外活動実績



関係省庁、他団体への協力
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・環境省 生物多様性保全取組み事例集 2015.3 

・環境省 生物多様性の保全と持続可能な利用に向けた事業者団体向け手引き（素案）2015.3

・環境省 生物多様性の保全と持続可能な利用に向けた事業者団体向け手引き（案） 2016.3

・にじゅうまるプロジェクトへの事例提供協力 2017年度～

・経団連 生物多様性宣言・行動指針への賛同 2020.2

・経団連 業種別プラスチック目標 分野Ⅲ検討・フォローアップ 2020.3～

３．対外活動実績

パブリックコメント提出
・生物多様性条約第6回国別報告書（案） 2018.7.3
（主旨）主要行動目標Ａ-1-1 電機・電子4団体の活動実績を追記し、我が国産業界の取組みを

積極的に発信いただく
（結果）採用



1
7

第一フェーズ 第二フェーズ 第三フェーズ

2011～2015 2016～2020 2021 2022～

海洋プラスチック問題、
TNFD、ISO等
課題の拡大

事業との関連性を整理

行動指針で目指すべき方向性提示

教育ツールを制作し普及啓発

アンケート・活動総括

事例DBによる水平展開

ツールの国際展開、COP参加

施策評価、情報調査
に基づき

中期活動計画
検討・立案

ボトムアップ・活動支援

生態系サービスを

持続的に享受し得る

事業環境に向けて

更なる活動

４．今後に向けて

＜会員企業取組み進捗状況調査・総括結果(2015~2020年度)＞
・全ての行動指針(愛知目標)で取組みが進展
・81.4%の企業が1つ以上の目標に貢献

電機・電子業界における生物多様性の主流化を達成

今後の活動要否を含めた中期活動計画立案を検討


