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はじめに 

製紙原料の70%を海外に依存 
 
将来の懸念     

･新興国の木材需要拡大 
･木質バイオマスのエネルギー利用拡大 

 
製紙原料の安定供給のため､海外植林の推進は 
重要課題 

・対象地   荒廃地･草原･牧場跡地等 
・森林認証  取得済が大半 
・批判の対象   単一樹種、一斉造林、生物多様性への配慮 
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海外植林 
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テーマ 

2012年度の 
日本製紙連合会の取り組み 

海外産業植林における生物多様性配慮の現状 

海外産業植林と生物多様性に関するステークホルダーの状況 

 

成 
 

 

果 

 「生物多様性への配慮」のあり方 

• 常に種の多様性、遺伝的多様性、生態系の多様性を考慮 

• 業界全体で森林認証取得の取り組みについて、なお一層の推進が必要 

• 業界全体の共通認識形成を図り、指針等の策定を検討 

 広報及びステークホルダーとの良好な関係形成のあり方 

• 製紙連と製紙各社は連携して、生物多様性の取り組みについて、ステークホル 

ダーとの良好な関係により、プレゼンスの向上を図る 

• ＮＧＯやメディアとの対話の場を積極的に設けることで理解形成を図り、良好 

な関係構築とが求められる 

• 製紙連と製紙各社は連携して、将来的な支持層を獲得する観点から、学校や大 

学における環境学習等に取り入れられるようなアプローチが必要 
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テーマ 

2013年度の 
日本製紙連合会の取り組み 

製紙産業の生物多様性行動指針(案)の策定 

製紙業界の海外植林における生物多様性配慮についての広報戦略(案)の策定 

検
討
会
の
設
置 

日本製紙連合会 

一般社団法人海外産業植林センター 

（JOPP） 

海外産業植林における 

生物多様性配慮に関する 

検討委員会 

委託事業の実施・管理 
調査研究の方針設定、 

課題・あり方の検討 

成 果 
製紙業界の生物多様性配慮の行動指針(案)の作成 

製紙業界の海外植林における生物多様性配慮についての広報戦略(案)の作成 
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検討委員会の構成 
有識者委員 

【委員長】 奥田 敏統 広島大学大学院 総合科学研究科 教授 

金子 与止男 岩手県立大学 総合政策学部 教授 

江間 直美 江戸川大学 メディアコミュニケーション学部 准教授 

籾井 まり ディープグリーンコンサルティング代表 

製紙各社委員 

石田 裕之 北越紀州製紙（株）海外資源部 木材チップ担当課長 

早乙女 順一 三菱製紙（株）原材料部 林材グループ 

太刀川 寛 日本製紙（株）原材料本部 林材部主席調査役 

馬場 国彰 王子グリーンリソース（株） 資源環境ビジネス本部グループマネージャー 

原田 大五 中越パルプ工業（株）資源対策本部 調査役 

オブザーバー 

環境省、経済産業省、林野庁 

アドバイザー 

上河 潔 日本製紙連合会 常務理事 

事務局 

大渕 弘行 （一社）海外産業植林センター 専務理事 

井上 いづみ （株）クリエイト井上  代表取締役 5 



なぜ生物多様性配慮なのか 

取 り 組 み を 情 報 開 示 

ＣＯＰ10(2010年､名古屋) 
生物多様性条約第１０回締約国会議 

企業活動に生物多様性に対する 

配慮が求められる 
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企業はなぜ生物多様性に 
配慮しなければならないのか 

1. 生物多様性の危機 

2. 生物多様性から受ける恵みと与える影響 

3. 生物多様性民間参画に関する国際動向 

4. 生物多様性民間参画に関する日本の動向 

5. 消費者･投資家による意識の高まり 

6. 地球温暖化問題や生物多様性配慮に取り組む 

7 



1.  生物多様性の危機 

種 間 の 多 様 性 

種内の遺伝的多様性 

生 態 系 の 多 様 性 
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2. 生物多様性から受ける恵みと与える影響  

 

 

3. 生物多様性民間参画に関する国際動向 

 

 

4. 生物多様性民間参画に関する日本の動向 

 

 

5. 消費者･投資家による意識の高まり 

•生物多様性条約 
•民間参画に関する決議 

•生態系サービス(受ける恵み)  

•主要な脅威(与える影響)  

•生物多様性基本法  

•生物多様性民間参画ガイドライン  

•地球温暖化・生態系の劣化  
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企業が抱えているリスクを 
明らかにする  
 
 
新たなビジネスチャンスが 
生まれる可能性  

第一歩が “生物多様性行動指針(案)” の策定 

企業の 
社会的評価が 
高まる  

6. 地球温暖化問題や 
生物多様性配慮に取り組む 
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製紙企業が生物多様性に 
配慮しなければならない理由 

1. 製紙産業と自然の恵み 

2. 製紙工場の操業と生物多様性 

3. 製紙企業の活動分野と生物多様性配慮 

  凝集沈殿処理 
（クラリファイャ） 

微生物は工場排水
の中に含まれてい
る有機物を分解し
窒素やリンを除去
してくれる｡最終的
に沈殿池で汚泥と
上澄み液に分離さ
れ､きれいな水が河
川に戻される｡ 
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1. 製紙産業と自然の恵み 

製紙産業は明治以降､主原料の木材を森林資源に求めてきた。 

森林を水源とする河川は工業用水を供給するだけでなく､水流の力によって電力を 

もたらしてくれた｡上流の森林から下流の工場まで木材の流送が行われた所もある。 
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2. 製紙工場の操業と生物多様性 

紙のリサイクル 

 古紙 

森のリサイクル 

植林 

エネルギーのリサイクル 

バイオマス 
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（活動分野） 
  原材料調達・製造・販売・工場建設・インフラ整備  

植林、伐採搬出､チップ加工､船輸送､港湾荷役､

保管､トラック輸送､工場受入 

すべての業務で、生物多様性と関わっている 

3. 製紙企業の活動分野と 
生物多様性配慮 
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植林木を伐採 

伐採した丸太を輸送 

丸太をチップに加工
（チップ工場） 

チップ専用船で 

日本に輸送 

植林地から製紙工場に届くまで 
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製紙産業の生物多様性に関わる 
分野での取り組み状況について  

1. 持続可能な森林経営 

2. 責任ある原料調達 

3. 環境貢献活動 

4. 現在までの日本製紙連合会の取り組み  
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2013年度の成果 

成 
 

果 

製紙産業の生物多様性行動指針(案) 項目 

１．企業体制 

２．持続可能な森林経営（Sustainable Forest Management） 
３．責任ある原料調達(Sustainable Procurement) 
４．社会的な環境貢献活動（Social Contribution as CSR） 

５．対外的な連携の強化 

製紙業界の海外植林における生物多様性配慮 

についての広報戦略(案)項目 

１．広報を行う上での現状認識 
２．広報目的 

３．広報対象 
４．広報内容 
５．広報手法 
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産業植林における生物多様性配慮の取り組み 

王子ホールディングス  

ブラジル植林地（セニブラ社） 

ブラジル・絶滅危惧種の野鳥を繁殖（右上） 

ベトナム・地域住民による育苗作業（右下） 
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環境回復エリアの推移 
ブラジル植林地（セニブラ社） 

２００１年 ２０１１年 
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産業植林における生物多様性配慮の取り組み 

大王製紙  

チリ植林地 

植林地をモニタリング 
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産業植林における生物多様性配慮の取り組み 

中越パルプ工業  

ベトナム植林地（2011年に植えられたアカシア） 

植林地周辺に植えられた 

カシューナッツ（右上） 

マホガニー（右下） 
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産業植林における生物多様性配慮の取り組み 

日本製紙  

オーストラリア植林地 

オーストラリア・植林地で羊の放牧 

（右上） 

ブラジル植林地（アムセル社） 

サバンナでのモニタリング  （右下） 22 



産業植林における生物多様性配慮の取り組み 

北越紀州製紙  

南アフリカ植林地 

モニタリングで植林除地に 

確認されたニャラ（鹿類） 
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産業植林における生物多様性配慮の取り組み 

三菱製紙  

チリ植林地 

在来樹種が自生している 

ところでは混交で植林。 

緑の若木が植えたユーカリ 

24 



環境省 自然環境局 自然環境計画課  寺村 智 課長補佐 

                          生物多様性地球戦略企画室  石井弘之 生物多様性評価専門官 

農林水産省林野庁  森林整備部 森林利用課  大沼清仁 課長補佐 

           山本 誠 企画調整係長  

ＩＴＴＯ(国際熱帯木材機関) 森林経営担当 後藤 健 事務局次長 

東京大学大学院 農学生命科学研究科   

        森圏管理学･森林遺伝育種学 井出雄二 教授   

        国際森林環境学 井上 真 教授  

独立行政法人    森林総合研究所   

                    林業生産技術･国際研究担当 清野嘉之 研究コーディネーター 

 国際研究推進室 藤間 剛 室長  

日本製紙連合会 総務･広報部 秋山民夫 部長 

 上村邦英 調査役 

国際自然保護連合(IUCN) 

   シニア･プロジェクト･オフィサー 古田尚也 

世界自然保護基金(ＷＷＦ) 自然保護室  橋本務太 森林グループ長 

 古澤千明 森林プログラム担当 

ＦｏＥ Ｊａｐａｎ    三柴淳一 事務局長 

共同通信社(環境･開発･エネルギー問題担当)  井田徹治 編集委員･論説委員 

朝日新聞社 (環境･エネルギー問題担当) 石井 徹 編集委員 

専門の方からの情報収集 
【敬称略】 

行政機関 

学識経験者 

研究機関 

製紙業界 

環境NGO 

メディア 

国際機関 
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外部よりの写真利用 

 表紙…Title : Honey Bee on Eucalyptus camaldulensis 
Flowers 

 P8…Title :  Tropical, Fruit & vegetable basket, Ladybird 
Beetle, 今日もアサリを使った料理を, Dolphins 

（白神山地撮影者）：8og 

 P11…Title : Clarifier 

 

26 



ご清聴ありがとうござ
いました｡ 

海外産業植林センター(ＪＯＰＰ) 
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