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報道関係各位 

「JBIB森林破壊ゼロ支援宣言」アンケート結果について（お知らせ） 

「森林破壊をゼロにする」、すなわちサプライチェーンも含めて森林破壊には加担しないこと

にコミットする企業が世界的にますます増えています。これには大きく二つの背景があると考

えられます。 

一つは、生物多様性を保全するという観点です。生物多様性条約の第15回締約国会議（CBD-C

OP15）は世界的なコロナ・パンデミックのために今年10月に開催が延期となっていますが、こ

こで2030年までの10年間の生物多様性についてのグローバル枠組が採択される予定であり、こ

れを野心的なものにするために世界中の政治、企業経営、そして金融のリーダーたちが様々な

宣言や呼びかけを行っています。その結果、生物多様性が喪失し続ける今の流れを2030年まで

に逆転させる、そのために陸域と水域のそれぞれで世界の30%の面積を保護する、そして「持続

可能な消費と生産」に転換するという動きが明確になってきています。このために企業がもっ

とも期待されていることが森林破壊をゼロにすることです。 

もう一つは、気候変動の緩和策としてという観点です。もちろん再生可能エネルギーへのシ

フトもこれまで以上に加速する必要がありますが、二酸化炭素の巨大な吸収源である森林をこ

れ以上減らさないようにすることも、重要かつ経済的な緩和策です。

私どもJBIB(参考資料1)でもこのような国際的な動きを支持すると同時に、会員非会員を問わ

ず、より多くの日本企業が森林破壊ゼロに取り組むことを支援すると2018年6月に宣言（参考資

料2）して以来、森林破壊ゼロを推進してきました。 

今回、2020年度一年間の関連する活動を振り返ると同時に、会員企業においてどれだけ取り組

みが進捗したかを確認するために、会員企業の状況を調べるアンケート調査を行いました。そ

れらの結果について、以下の通りご報告いたします。 

1. JBIBによる森林破壊ゼロの支援状況（2020年4月～2021年3月まで）

・2020年12月10日に、原材料調達を通じて森林破壊に関係が深い食品・流通産業に焦点をしぼっ

た独自のセミナー「食品・流通業にいま求められる生物多様性の取り組みとは？」をオンラ

インで開催し、森林破壊の現状と同時に、それに企業がどのように取り組んでいるかを紹介

しました（参加者145名）。

なお、こうしたセミナー等を通じて特に食品飲料会社に呼びかけを行なった結果、2021年度

から食品飲料に関連する以下の4社が新たにJBIBに加入しています。

プレスリリース 

一般社団法人 企業と生物多様性イニシアティブ(JBIB) 

「森林破壊ゼロ支援宣言」アンケート結果のご報告 



・ カルビー株式会社

・ サントリーホールディングス株式会社

・ 不二製油グループ本社株式会社

・ 明治ホールディングス株式会社  （五十音順） 

・2021年2月10日にMS&ADインシュアランスグループの主催で開催された「企業が語るいきもの

がたり Part14」に特別協力し、第一部の基調講演ではこうした国際的な動きについて紹介す

ると同時に、第二部のテーマ別セッションで、調達と金融の二つの側面から、森林破壊ゼロ

を含めた最新動向をさらに詳しく紹介し、これからの進め方について議論しました。（Web開

催 約350名が視聴）

・毎月開催している定例会合において、森林破壊ゼロに関する企業・投資家・NGO等の動きを会

員企業へ紹介し、各社が活動を進めるための参考となるようにしています。

・サプライチェーン研究ワーキングにおいても、森林破壊ゼロについての動向をウォッチし、

議論を継続しています。

2. JBIB会員企業における、森林破壊ゼロの進捗状況

2021年4月にJBIB会員企業計45社に対して、各社の取り組み状況を尋ねるアンケート調査を行い

ました。それに対して35社から回答がありました（うち正会員は26社、ネットワーク会員が9

社）。結果は以下の通りです。 

ポイント： 

今回アンケートに回答したJBIB会員企業において、森林破壊ゼロに関連して、以下のような状

況であることが明らかになりました。 

・ 森林破壊ゼロの必要性や国際的な動向については、社内で行動を先導するCSR部・環境部

などにおいては80.0%（昨年より+6.7ポイント）の企業において理解されていました。調

達部署では昨年とほぼ同じ51.4%でしたが、経営層の理解は68.6%（+15.3ポイント）と大

きく向上していました。

・ 森林破壊ゼロへのコミットメントの状況については、「コミットしている」が22.9%（+

9.6ポイント）と「支持表明」が11.4%で、これらを合わせると34.3%（+7.7ポイント）と

1/3の企業が対外的に表明していました。これに「実質的に取り組んでいる」の48.6%（+

8.6ポイント）を合わせると82.9%となり、8割を超えました。昨年（66.6%）よりさらに

進んだことが明らかになりました。

・ 森林破壊ゼロを実際に進めるためには調達活動で配慮が必要ですが、生物多様性に配慮

した調達方針を85.0%の会員企業が保有しており、実質的に推進している企業も含めると

会員の92.5%が調達で配慮を実際に行なっていました。（それぞれの数値は昨年より若干

低くなっていますが、回答した会員企業が一部異なることが原因と考えられます。）

・ 具体的には認証原材料を使用する企業が多く、特に認証紙は82.8%の会員企業が使用して

いました。この傾向は昨年と同様でした。

詳細な結果は以下の通りです。 



第9回JBIB社員総会資料 

森林破壊ゼロ支援宣言進捗アンケート結果 

実施期間：2021年4月15日～5月20日 

対象：JBIB会員 

回答社数：35社 

設問1：森林破壊ゼロの必要性、動向は社内で理解されていますか？（複数回答可） 

設問2：御社は森林破壊ゼロにコミットしていますか？ 



設問4：御社にとって森林破壊ゼロと関係しうる原材料は何ですか？（複数回答可） 

設問3：御社は生物多様性に配慮した調達方針等をお持ちですか？ 



設問6：（木材について）御社は国産材・地域産材を積極的に使用していますか？ 

設問5：御社は認証原材料を使用していますか？（複数回答可） 



⚫ 輸出用の木製パレットに国産材を使用(味の素株式会社)

⚫ イオンモール新利府 南館の子どもの遊び場「モクイクひろば」が、2021年1月「FSC®プロ

ジェクト認証（全体認証）(FSC® P001850)」を国内の大型商業施設で初めて取得（イオン

モール株式会社）

⚫ 「サントリー天然水の森」の間伐材を育林材と名付け、店舗や家屋、家具等に有効活用

(サントリーホールディングス株式会社）

⚫ 中京圏初の木質ハイブリッド構造のマンション・茶屋ヶ坂アパートでは、国土交通大臣認

定を取得した木質耐火部材「スリム耐火ウッド」などの木質ハイブリッド構造技術「シミ

ズ ハイウッド」を構造体や内・外装の仕上げ材として活用し、約220m3の木材で中層共同

住宅に求められる耐震性、耐火性、居住性を確保しながら「木質の居住空間」を創出

（清水建設株式会社）

⚫ 北陸支店新社屋では、建物の意匠面で地域との共生、伝統と革新の融合を目指し、金沢の

伝統的な建築様式再現に現代技術を活用。集成材と鉄骨を一体化した耐火木鋼梁「シミズ

ハイウッド®ビーム」で金沢伝統の格天井を再現し、木鋼梁の外皮となる集成材には石川県

産材を採用し、計232m3の県産材を用いてスパン25m超の木質天井を構築（清水建設株式会

社）

⚫ 当社木造住宅はBF(ビッグフレーム）構法およびMB（マルチバランス）構法を採用している

が、この２構法における主要構造材および羽柄材の国産材比率は2018年以降それぞれ5

0％、71％となっている（住友林業株式会社）

⚫ 2007年に策定した独自の「木材調達ガイドライン」により、国産材の活用を推進。単に国

産材であることにとどまらず、 銘木等の地域ブランド材を使用することで付加価値の高い

地産地消を実現、また全国の産地と連携してサプライチェーンを整備することで、材料供

給の安定と供給スピードの向上を進めている（積水ハウス株式会社）

⚫ 国際森林認証制度PEFCと相互承認を取得している国内森林認証制度のSGEC認証材を使った

「SGEC/PEFCプロジェクト  全体認証の家」を展開（積水ハウス株式会社）

⚫ 間伐材を積極的に利用したカートカンの使用推進（凸版印刷株式会社）

⚫ 森林整備活動を実施している「エコピアの森」の間伐材を本社食堂のテーブル等へ積極的

に活用（株式会社ブリヂストン）

⚫ 建築材に山梨県産材、鹿児島県産材を積極的に使用（三菱地所株式会社）

⚫ 設計仕様に適合した国産材を積極的に使用（株式会社大林組）

(個別企業の具体例) 



（参考資料1）一般社団法人 企業と生物多様性イニシアティブ（JBIB） について 

一般社団法人 企業と生物多様性イニシアティブ（JBIB） について 

一般社団法人 企業と生物多様性イニシアティブ (Japan Business Initiative for Biodi

versity; JBIB)は、生物多様性に関する取り組みへの意欲の高い企業が集まり、2008 年 4 

月に発足し、2012年6月には、一般社団法人化いたしました。  

生物多様性に関して、情報を共有し、国際的な視点に立って協働で研究を進め、得られた

成果をもとに他の企業やステークホルダーと対話や連携を図ることにより、自社の取り組み

レベルを高め、真に生物多様性に貢献する取り組みを進めることを目的としています。ま

た、この目的を達成するために、「1.企業と生物多様性に関する研究と実践」 「2.ステー

クホルダーとの対話と連携」「3.グッドプラクティスの国内外への情報発信」「4.生物多様

性に関する提言・啓発」「5.その他目的を達成するための事業」の5つの事業を行っていま

す。

2010 年に、生物多様性の保全と生物資源の持続可能な利用の実現方法を社会に提供する

ことをめざして、「JBIB チャレンジ2020」を策定し、この理念に基づき活動を行っていま

す。  

また、これまでに、企業と生物多様性の関係性を見える化をする「企業と生物多様性の関

係性マップ」や、「いきもの共生事業所推進ガイドライン」、「生物多様性に配慮した企業

の水管理ガイド」、「いきもの共生森作りガイドライン」、「生物多様性に配慮した企業の

原材料調達ガイド」など、企業が生物多様性に取り組むための各種ガイドラインを開発する

などの成果をあげてきました。 

現時点の会員企業は以下のとおりです。 

正会員企業(30社・50音順) 

味の素株式会社 サラヤ株式会社 凸版印刷株式会社 

アスクル株式会社 サントリーホールディングス株式会社 日本生活協同組合連合会 

イオン株式会社 清水建設株式会社 パナソニック株式会社 

SGホールディングス株式会社 住友林業株式会社 富士通株式会社 

ENEOS株式会社 積水化学工業株式会社 富士フイルム株式会社 

MS&ADインシュアランス グループ 

ホールディングス株式会社
積水ハウス株式会社 株式会社ブリヂストン 

大阪ガス株式会社 大東建託株式会社 三菱地所株式会社 

花王株式会社 大日本印刷株式会社 森ビル株式会社 

カルビー株式会社 株式会社竹中工務店 株式会社リコー 

株式会社グリーン・ワイズ 株式会社地域環境計画 レンゴー株式会社

ネットワーク会員企業(16社・50音順)

株式会社ADEKA 株式会社日清製粉グループ本社 マルハニチロ株式会社

大塚製薬株式会社 日本ケミコン株式会社 明治ホールディングス株式会社 

株式会社大林組 日本水産株式会社 三菱商事株式会社 

コクヨ株式会社 古河電気工業株式会社 ユニ・チャーム株式会社

ソフトバンク株式会社 株式会社日立製作所 

大成建設株式会社 不二精油グループ本社株式会社 



（参考資料2）JBIB 森林破壊ゼロ支援宣言 

「JBIB森林破壊ゼロ支援宣言」 
2018年6月20日 

背景： 

私たち企業の活動は、生物多様性がもたらす様々な生態系サービスに依存して成立していま

す。同時に、生物多様性に対して負の影響も与えています。私たちのビジネスを、そして私た

ちの社会を持続可能にするためには、生物多様性への影響を最小限にし、生態系サービスがこ

れ以上衰退しないようにする必要があります。  

そのためには、2010 年に日本の愛知県で開催された生物多様性条約第10 回締約国会議（COP

10）において採択された生物多様性戦略計画2011-2020（愛知目標）にも示されているように、

多くの生物の生息地である森林生態系をこれ以上破壊しないようにすることが特に重要である

と考えられます。

森林破壊の防止は、気候変動の進行を食い止めるためにも重要です。2015 年12 月の気候変

動枠組条約第21 回締約国会議（COP21）では、気温上昇を2 度未満に押さえるパリ協定が合意

され、世界は脱炭素社会への移行に向けて行動を始めています。  

また、2015 年9 月の国連総会で採択された持続可能な開発目標（SDGs）の目標15「陸域生態

系の保全」を達成するためにも、森林破壊の防止は不可欠です。  

これらの目標の達成は、企業を含めた地球市民の責任であり、企業が果たせる役割は小さくあ

りません。こうした中、「森林破壊ゼロ宣言」を唱える企業も増えてきました。  

私たちJBIB は、自主的なイニシアティブであるチャレンジ2020※1 への取り組みを通じて生

物多様性の保全と愛知目標の達成への貢献を図ると共に、また、日々の業務の中に生物多様性

への配慮を組み込み、生物多様性を主流化するためのガイドラインやツールを開発し、その普

及にも努めて来ました。  

しかしながら、2020 年までのあと2 年で愛知ターゲットを達成するためにはさらに一層の努

力が必要であると認識しています。そこで私たちは、愛知目標の達成にさらに強力に貢献する

ために、これまでの活動をより加速すべく、以下の宣言を行うものです。 

宣言： 

JBIB は、事業活動を通じた生物多様性の保全への貢献をさらに深め、持続可能なビジネスモ

デルの普及を目的として、2020 年までに世界の森林破壊を半減し2030 年にはゼロにするとい

う2014 年9 月に国連気候サミットにおいて採択された「森林に関するニューヨーク宣言(NYD

F)」に沿った国際的な森林破壊ゼロの動きを支持します。そのためJBIB は、企業が推進する以

下のような森林破壊ゼロを目指す取り組みを支援します。

● 企業が自らの操業において、天然の森林生態系を破壊・劣化させない。

● 企業が自らの操業だけではなく、サプライチェーンを通じて天然の森林生態系を破壊しない

ように原材料調達の管理を行う。

● 天然の森林生態系の破壊に加担しないよう、企業が国際的に認められた認証制度やデューデ

リジェンスなどを活用してリスクが低い原材料を優先的に使用する。

● 企業が生物多様性に配慮した企業緑地の保全・創出や森づくりを推進し、地域の生物多様性

や生態系の保全と再生に貢献する。



JBIB は企業が上記の活動を推進することを支援するために、世界の他のイニシアティブや、

行政、外部専門家、NGO 等と協働します。また、推進に必要な情報や環境を企業に提供しま

す。具体的な取り組み内容とその進捗については、毎年報告します。  

以上 

※1JBIBは、事業活動と生態系との調和を願って協働する中で、生物多様性の保全と生物資

源の持続可能な利用の実現方法を社会に提供することをめざしています。そのための一つの

方法として、12 の項目からなるチェックリスト「JBIB チャレンジ2020」を2010 年5 月21

日に策定しました。各項目の推進状況をJBIB 全体として毎年評価を行いながら、2020 年ま

でに各項目の達成レベルを高めることにチャレンジしています。


