
エコプロダクツ展　「SDGsとESGにおける生物多様性の重要性」　 
（陸域の取組み例） 
　　　 

　　積水ハウス株式会社の 
　 

　　　木材調達に関する取り組み h 

2016.12.9�

2008年    
　・「合法木材等普及推進」顕彰制度でフェアウッド調達が合法木材等利用部門 
　　林野庁長官の感謝状 
2009年 
　・「木材調達ガイドライン」第1回生物多様性日本アワード　優秀賞　受賞 
　・「木材調達ガイドライン」第11回グリーン購入大賞　優秀賞　受賞 
2010年 
　・「木材調達ガイドラインによるフェアウッド調達の推進」日本環境経営大賞　 
　　　環境価値創造パール大賞 
2015年 
　　・「ウッドデザイン賞（ソーシャルデザイン部門）」で林野庁長官賞受賞 
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Ø 「既存のルール」だけに依存し続けることの「リスク」回避 

「ルール」（ex.　法律、基準、合意 etc.etc.） 
　…  ●制定過程で多数者の意見に準拠が普通 

 ●低いレベルに落ち着いてしまう妥協的結論も多い 
 ●一度決まると変化は容易ではないが、現実はずっと早い　 

ＳＤＧｓの本当の意義って何だろう　? 

:0%ºj …SDGs3��@?;=��@ <?6:E-9HA�
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,私　見 

Ø 「結論」だけでなく、「構成要素」と「プロセス」への気づき 

　…  ●結論では「構成要素」相互の関係性見えない 
 ●自らのプロセスとの距離感がわかる 

hhhh「実現したい社会」での自社の役割に立ち返ってみる 
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当社…自社にとっての「持続可能性」検討からスタート 

「持続可能性」を経営の基軸に据える 
　　　　　　　　　　　と宣言（2005） 

コンクリート類 
20.5% 

ガラス・ 
陶類28.9% 

金属類 
29.6% 

木類 
13.5% 

総量　約42t 
（約150㎡の標準 
的な当社軽量鉄骨 
造住宅、建物のみ） 

取引メーカー約3,000社の協力を得て 
 1棟あたり約5万点以上の部材で構成されています。 

参考：シャーウッド　　　　　
（木質系） 

 

 

 

 

 

木類　　　
約36.6％ 
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「木材調達ガイドライン」の策定 

弊社住宅の資源使用量 
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中国に貨車で運ばれるロシア材 
（黒龍江省　中国） 

保護されたオランウータン 
（サラワク州　マレーシア） 

絶滅危惧種 
　シベリアンタイガー 
　　　（沿海地方　ロシア） 

伐採企業に対する住民の抗議 
（サラワク州　マレーシア） 

「生物多様性」と切り離せない様々な要素 

【 画像提供　FoE Japan 様 】 

なぜ「認証材」に限定しないのか 

選択肢の拡大…「アグロフォレストリー」という対策も 

当社起点でサプライヤーへ波及効が生み出せれば… 

【 画像提供,ASAHI,WOODTEC�'1�
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(初版　2007年) 
①　違法伐採の可能性が低い地域から産出された木材 
②　貴重な生態系が形成されている地域以外から産出された木材 
③　地域の生態系を大きく破壊する、天然林の大伐採が行われている 
     地域以外から産出された木材 
④　絶滅が危惧されている樹種以外の木材 
⑤　消費地との距離がより近い地域から産出された木材 
⑥　木材に関する紛争や対立がある地域以外から産出された木材 
⑦　森林の回復速度を超えない計画的な伐採が行われている地域から 
     産出された木材 
⑧　国産木材 
⑨　自然生態系の保全や創出につながるような方法により植林された木材 
⑩　木廃材を原料とした木質建材 

Z�,�[�

（2012年改訂版）　　「木材調達ガイドライン」10の指針 評価の一例：（絶滅危惧種） 

調達指針④  絶滅が危惧されている樹種以外の木材 

得点 IUCN Red Databook 1994 
Categories & Criteria 
(Ver2.3) 

IUCN Red Databook 
Category（日本版） 

樹種 
（抜粋） 

5点 LR/LCLow Risk/　Least 
Concern 

カテゴリー外 ウエスタンレッドシ
ダー、ダグラスファー
など 

4点 LR/CD&NTLow Risk/ 
Conservation Dependent, Near 
Threat 

準絶滅危惧 ヒノキ、スギ、センペ
ルセコイアなど 

3点 VUVulnerable 絶滅危惧やや高い セプター、チーク、ウ
リン 

2点 ENEndangered 絶滅危惧高い ホワイトメランチな
ど 
 

1点 CRCritically Endangered 絶滅危惧非常に高い レッドラワン、イエ
ローラワン、カポール
など 

※　認証材であれば+2点 
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要素で分析して、評価は総合的にマネジメント 
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10の指針ごとに分析し、 
合計して、木材を評価 

→　可視化し、マネジメント 
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【初版】の視点（ウッドマイレージ） 
 

⑤　消費地との距離がより近い地域から産出された木材�

【2012年　改訂版】の視点（バイオエネルギー） 
 

⑤　生産・加工・輸送工程におけるCO2排出削減に配慮 
 　　した木材�

一例をあげると…（温暖化対策） 

+乾燥工程の使用エネルギー 
【趣旨】木材のライフサイクルCO2の中で、乾燥工程が占める割合が非常に
大きいため、評価を見直しました。 

加点 加点時のバイオマス利用状況 

2点 通常バイオマスを利用しているが、時期によっては補助的に重油を使用することもあるなど乾燥熱源の
過半数以上でバイオマスなど非化石燃料を利用している。 

1点 乾燥熱源の過半数以上は化石燃料だが、過半数に届かないまでも、一定量のバイオマスを利用している
またはバイオマスを活用する時期がある。 

－1点 バイオマスを使うこともあるがごくわずかで、ほとんど使っていない。もしくは、バイオマスを使って
いない。／乾燥時に使っている熱源が不明。 

サプライヤーとの関係…「競争」から「協創」へ 
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対応　その① 
　…資本、元本の目減り回避 
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対応　その②　 
　…「価値を創出」し、CSVに 

　　　　　　　　　　　　 

「自然資本」の視点からみると 
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