
14 事業活動と生物多様性

カルピス株式会社 所 在 地
U R L
事業概要

東京都渋谷区恵比寿南２－ 4 ー1
http://www.calpis.co.jp
飲料、食品、酒類、飼料添加物等の
製造販売

事業活動と生物多様性の関連の考え方

生物多様性への取り組みと成果

今後の取り組み方針

　カルピス社は、創業者の三島海雲氏が内モンゴル（中国）で出会った酸乳が主力商品「カルピス」
の着想のヒントとなっている。同氏が、遊牧民たちが日常飲んでいた酸乳の健康効果を体験し、
日本で独自の研究の末、事業化した。
　同社は微生物資源の位置づけとして、①特徴的な微生物を利用することで新しい価値を提供
する、②保有微生物を増やすことで将来の目的に対応可能な基盤を構築する、の２点を掲げて
いる。そして、この目標に沿って、事業を展開しており、同社の事業はまさに生物多様性の恵み
の上に成り立っていると言える。
　2011年からの中期経営計画のスローガンである“「カラダにピース」、世界へ”は、同社の技
術を通じて、世界の人々の心とからだの健康と地球環境への貢献を目指す姿勢を表している。

【製品開発における環境への貢献】
　同社は、微生物の利用を食品以外の分野にも拡大している。例えば、家畜の腸内菌叢を整える飼料用生菌剤「カルスポリ
ン」は、家畜の体調改善による飼料効率の向上によって、年間で約 50万トン（東京都と同じ面積で収穫される穀物量に相当）
の配合飼料向け穀物（大豆、トウモロコシ、小麦等）の節約に貢献しているほか、カット野菜会社と協力し、微生物を活用
した野菜くずの堆肥化促進など“循環型農業”へのチャレンジも始めている。

【ABS・名古屋議定書への対応】
　同社は、事業の根幹である乳酸菌などの微生物を利用していくためには、海外での収集活動が有効であると考えていたが、
提供国の合意をはじめ、生物多様性条約への対応が不可欠であった。
　しかし、一企業が単独で提供国政府と契約交渉を行うことには、時間的にも金銭的にも大きな負担を伴うことから、同
社は、モンゴル国政府と提携を結んでいる独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）との共同事業に参画することにした。
そして、モンゴル国において発酵乳などから微生物の分離・収集を行い、安全性の確認およびその特徴をつかむことにより、
高付加価値製品の開発につなげようとしている。
　なお、菌株の利用に伴う原産国への利益配分には金銭的な利益配分
と非金銭的な利益配分がある。採取した菌株には年間の利用料が設定
されており、NITEを通じて、モンゴル国に還元されている。この場合、
研究の結果、不採用となった菌株については、返還すればそれ以降の利
用料負担は無くなる。また、特許出願や登録、および商品化にいたった
際の金銭的な利益配分の内訳は契約締結の際に決定する。
　しかし、大切なことは原産国の生物多様性の維持であり、そういった
意味でも技術支援などの非金銭的な利益配分が重要である。同社では
研究員が直接現地を訪れ、現地スタッフとともに試料の採取から分離作
業を行うことにより、現地の微生物取り扱い技術の向上に貢献している。

参考となるグループ：【グループ１】

　同社は、生物多様性に関して、ABS への対応を中心にこれまでも率先して取り組んできたが、問題点としては、①遺伝
資源を利用する際のリスクの定量化が困難であること、②生物多様性条約・名古屋議定書の規定範囲に関する各国の動向
が不明確であること、③市民など顧客が同社の取り組みをどのように評価するか見通せないこと、を挙げている。
　同社としては、生物多様性への対応を引き続き積極的に推進する方針であり、とくにABSについては、利用国と提供国
がWin-Win の関係を構築するという目的にかなうよう、国際交渉の動向などを注視しつつ、適切な対応を取るよう努める
ことにしている。

＊掲載内容は、カルピス株式会社のホームページ並びに同社への聞き取り調査をもとに、事務局が作成しています。

生物多様性に取り組む先進企業事例集

モンゴル国における微生物採取プロジェクトの仕組み
資源提供国
(モンゴル)

政府機関

共同研究機関

資源利用国
(日本)

カルピスNITE
MTA

MOU

PA, MTA

通関手続き

・共同探索、研究
・技術移転、人材育成
・資源の移転

NITEのネットワークを活用
MOU: Memorandum of Understanding（包括的協定）
PA: Project Agreement（共同研究契約）
MTA: Material Transfer Agreement （素材移転協定）

モンゴル国で採取した様々な
乳製品
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株式会社ボンタイン珈琲本社 所 在 地
U R L
事業概要

名古屋市北区平手町 1－23（営業本部）
http://bontain.co.jp
珈琲、紅茶、ココアの直輸入、製造、
加工、卸売 

参考となるグループ：【グループ１】、【グループ４】参考となるグループ：【グループ１】

生物多様性とおいしいコーヒー豆との関係

生物多様性への取り組みと成果

今後の取り組み方針

　同社は、「本物のおいしいコーヒー」をお客様に提供することを理念とし、
加藤社長自ら世界各国の生産地を訪れ、良質なコーヒー豆を買い付け、東海
三県の喫茶店等を中心に卸売をしている企業である。
　同社社長は、安定的に高品質なコーヒー豆を栽培している農園を訪れた時
に、コーヒーの木を育てるには、土が適度に湿っていて、多くのバクテリアが
存在しないといけないことや、コーヒー農園の回りに自然林を必ず置いている
ことで病虫害を防ぐことを聞き、「良質な豆を輸入できるのは多様な生物に支
えられているからだ」ということを強く認識した。また一方で、地球温暖化の
影響から、世界中でコーヒーが採れる場所の標高が上がり、栽培面積が徐々
に減っていることを懸念している。

　同社が考える「持続可能性に配慮した（サステナブル）コーヒー」は、第三
者機関に認証された商品だけではない。認証に値する必要な労力を払ってい
る生産者であれば、サステナブル認証にかかるコストが払えない小さな生産
者とも取引をしている。
　同社がコーヒー農園と取引する際のポリシーは、まず第一に「コーヒーの味
の良さ」、次に「トレーサビリティ※」、「経済的にその農園の経営が継続して成
り立つか」ということを重視し、その上で「自然環境の維持・保全」に配慮し
ているかを判断基準にしている。
　同社社長は、「『おいしいコーヒーを作る』ことと、『生物多様性をはじめ環
境保全や社会貢献すること』は、車輪の両輪だと感じており、どちらか一方
だけを大切にしても事業としては継続できない。『サステナブルナコーヒー』
とは、この両輪があってこそ成り立つ」と述べている。
　今後もこのような「サステナブルコーヒー」を増やしていくとともに、消費者にも認知を広めていきたいと考えている。
　また同社は、良質なコーヒー豆を継続して生産者から供給してもらうため、現地の子供たちのための教育・学校・病院
等へのサポートを惜しみなくしていきたいと考えている。さらに子供たちに環境教育を行うことで、現地の自然環境を守る
ことへも繋がる。
　同社社長は「2010 年にCOP10が開催されたのを機に、生物多様性を意識するようになり、生産者の生活、福利、地
域社会への貢献を意識する良いきっかけとなった。」と述べている。

　同社は、今後消費者に、実際に生物多様性に取り組んでいる海外のコーヒー農園を訪れ、そこで採れるコーヒーを味わっ
てもらうツアーの企画や、コーヒー豆を入れる輸送用麻袋やコーヒー豆の出がらしのリサイクルについても検討していく方針。
また、海外や日本国内の企業が、自然林保護のための援助を行っているが、その自然林に隣接するコーヒー農園で栽培さ
れたコーヒー豆が市場にうまく流通していないので、そのようなコーヒー豆が市場に出回るような取り組みも今後検討して
いくこととしている。同社社長は、「中小企業なので、できることは限られるが身の丈にあった生物多様性をはじめとする環
境への取り組みを継続していきたい」と述べている。

＊掲載内容は、株式会社ボンタイン珈琲本社への聞き取り調査をもとに、事務局が作成しています。

※食品の生産・加工・流通販売までの過程を記録し、商品からさかのぼって確認できるようにすること。

豊かな自然林に囲まれたコーヒー農園

現地の子どもたちと加藤社長
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ユニー株式会社 所 在 地
U R L
事業概要

愛知県稲沢市天池五反田１
http://www.uny.co.jp
衣・食・住・余暇にわたる総合小売業
チェーンストア

事業活動と生物多様性の関連の考え方

今後の取り組み方針

生物多様性への取り組みと成果

　同社は、未来に向かって地球環境を壊さずに、人間や地球の生き物が共存していくため
には、「低炭素社会」、「循環型社会」、「自然共生社会」の３つが重要であると考え、環境活
動を行ってきた。その取り組みが認められ、2008 年 4月には、食品リサイクルに関するトッ
プランナーとして、業界で唯一のエコ・ファースト※企業に環境省から認定された。
　さらに、2010 年にCOP10が開催されたのを契機に、開催地に本社を持つ会社として、
「テーブルの上の生物多様性」をテーマに、日常生活を通じてお客様と一緒にこの問題につ
いて取り組むこととした。
※エコ・ファースト制度…企業の環境保全に関する業界のトップランナーとしての取り組みを促進していくため、企業が
環境大臣に対し、地球温暖化対策、廃棄物・リサイクル対策など、自らの環境保全に関する取り組みを約束する制度。

　私達の生活は、さまざまな「生物多様性の恵み」を受けて生きているということ
をお客様に認識していただくとともに、同社で買い物をしていただくことで、生物
多様性に貢献することにつながる取り組みを続けていきたい。
　また、次世代を担う子供達が、「生物多様性の恵み」を受け続けられる持続可能
な社会を築いていくために、学び、体験してもらう「環境学習」にも引き続き力を
入れていきたい。
＊掲載内容は、ユニー株式会社のホームページ並びに同社への聞き取り調査をもとに、事務局が作成しています。

【本業において】
　同社では、自然と共生し環境保全に努めつつ、生産されたり捕獲された食材を推奨し、それらを購入するお客様にも「生
物多様性に貢献している」という意識を高める活動を各店舗で実施。
（取り組み例）

【廃棄物や容器包装の削減】
　廃棄物の発生抑制やリサイクルの推進に力を入れており、店舗から出るゴミを19 分類に分別して計量し、管理すること
で原因を究明、廃棄物の発生抑制に努めている。また、お客さんが家庭に持ち帰るとゴミになる容器包装を削減するとと
もに、再生資源を店頭で回収し有効活用している。

【環境教育】
　環境保全・社会貢献の実践のための必要な知識や技術を習得するため、社員教育だけでなく、店舗に出店しているテナ
ントや店内で仕事をしている人にも環境教育を実施している。
　さらに、次世代を担う子供達の環境教育をねらいに、子供達を対象にした環境学習や農業体験、自然体験などのイベン
トを年50 回以上実施している。

【取り組んだ効果】
　環境への取り組みが社会的に評価を受け、同社の企業イメージも向上した。また、同社は、「環境に配慮したものが買え
るお店」とお客様に少しづつ認識していただけるようになったと考えている。

エコ野菜 バイオマスプラスチック サスティナブル
コーヒー

リサイクル
トイレットペーパー一部の店舗から出た食品ざんさを

原料にした堆肥を使い、健康な土
壌で育てられた野菜や米を販売。

たまごパック等に使われる容器包装
に、植物を原料にしたバイオプラス
チック製容器を使用。この容器を
細かくして土に埋めると微生物の働
きで土に
返る。

生産地で、環境保全や生産者の生
活に配慮して作られたコーヒーを販
売。

古新聞や牛乳パッ
クからリサイクルさ
れた再生紙製品は
新しい木を切らな
いで森林を守るこ
とにつながる。

ユニーのエコ・ファーストの約束

次世代を担う子どもたちの環境学習

参考となるグループ：【グループ 2】、【グループ４】
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日本料理　小
こ
伴
ばん
天
てん

所 在 地
U R L
事業概要

愛知県碧南市源氏神明町 256
http://www.katch.ne.jp/~kobanten/
日本料理店

飲食店における生物多様性の保全への考え方

生物多様性への取り組みとその効果

今後の取り組み方針

　「創業当時は、地元のものしか手に入らなかったので、地産地消があたりまえだっ
た。その後、輸送手段が発達し、全国どこの食材でも自由に手に入るようになり、
本などを参考に献立を決めて、全国から取り寄せていた。しかしある時、お客さま
から、『碧南のこのお店が、この料理を出す理由は何か』と問われたことで、この
碧南という土地で料理を作る意味を考え直し、あらためて地産地消にこだわった
店づくりを始めた。」と店主の長田氏はきっかけを振り返った。
　まず、地元の碧南、安城が、いちじくの生産高が日本一であることから、旬の時
期限定で「いちじく会席」を考案した。また、その他にも、地元の食材にこだわっ
たメニュー作りによって、お客様から好評を得ている。
　「最初は、地元の食材に対する知識がなかったので、直接生産者に出向き、その食材についての知識や調理の知恵を教
えてもらった。地産地消の良い点として、消費者は身近な場所から新鮮な食材を得ることができ、健康面でも良い効果が
あると思う。また、誰が作ったのかも分かっており、食と農について親近感が得られるとともに、それを無駄にできないと
いう気持ちも生まれる。さらに、生産者にとっては、耕作放棄などを防ぐことができ、地域の食材を継承できる。その他、
輸送距離も短くなるので環境負荷低減にもつながる。」と同店主は、地元の食材へのこだわりを述べている。
　さらに、同店主は、地産地消を広める取り組みも行っており、「地元食文化をもう一度知って、見直して、発展させていこう」
というコンセプトで、大学のオープンカレッジで一般社会人向けに、愛知の食材・食文化を伝える講座や、愛知県が主催す
る研修会の講師も務めている。

　「地域の食材を持続可能な形で利用していくためには、当然、地域の自
然環境に配慮していかなければならないし、お店で使う魚などの資源管理
にも関心を持っていきたい。そのための活動には、できるだけ協力してい
きたい。また、COP10が開催されて、生物多様性の保全のために消費者
ができることとして、『地産地消のお店へ行こう』という考え方も広まって
きたので、地産地消を活かした店舗も増やしたいと考えている。
　今後は、地域の食材をブランド化し、生産から加工、消費まで広い範
囲でのネットワークを作り、この地域を食に関して魅力的な地域にするこ
とで、地域の活性化にも貢献していきたい。」と同店主は述べている。

　規模の小さな飲食店でも、生物多様性の保全に貢献できる取り組みとして、省
エネ・省資源等の環境負荷を低減することや、地元の食材をその地元で消費する
という「地産地消」がある。
　地産地消は、いわゆるフード・マイレージ※の考え方に対して、生産地から消費
地までの輸送距離が短い地元の食材を使うことにより、輸送に伴って発生する二
酸化炭素などの温室効果ガスの排出量を削減することで地球温暖化防止につなが
る活動であり、地域の食材や伝統的調理を守ることによっても、生物多様性の保
全に貢献できる取り組みである。
　三河湾に近い碧南市にある大正九年（1920）創業の日本料理「小伴天」は、この地産地消にこだわった飲食店である。
※フード・マイレージ…輸入食糧の総重量と輸送距離を乗じて数値化したもの。フード・マイレージが大きければ大きいほど、環境に負荷を与えていること
になる。

＊掲載内容は、小伴天のホームページ並びに同店への聞き取り調査をもとに、事務局が作成しています。

日本料理「小伴天」

季節限定の旬の味覚「いちじく会席」

碧南の大地の恵みと三河湾の海の幸

参考となるグループ：【グループ 2】、【グループ 5】
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日間賀観光ホテル 所 在 地
U R L
事業概要

愛知県知多郡南知多町日間賀島
http://www.himakakankou-hotel.co.jp
ホテル業

日間賀島の概要

今後の取り組み方針

日間賀観光ホテルの生物多様性への取り組みと成果

　日間賀観光ホテルのある日間賀島は、知多半島の南端、師崎港の沖合い２㎞位置す
る面積 0.77 ㎢、人口約２千人の漁業と観光業を主産業としている島である。三河湾
と伊勢湾に囲まれ、多種多様の魚介類が水揚げされる好漁場に恵まれている。現在、
島で水揚げされるタコとフグを活かし、「タコ（多幸）とフグ（福）の島」として、年
間を通じて多くの観光客を誘致している。

　同社社長は、「東日本大震災を契機に、『人が自然を支配するのではなく、人は自然の中で生かされているという考え
方』への転換が始まったように感じる。日本人は欧米人と違い縄文時代から、自然と共生してきた民族であり、それが
高度経済成長期以降、経済が最優先にされてきた。これからは、『人は自然の中で生かされている』という考え方に立っ
て、ビジネスを展開する必要があり、日間賀島では水産資源を持続可能な形で利用することがより一層大切になる。自
分が経営するホテルでできることを取り入れつつ、うまくいった取り組みは島全体が良くなるよう広げていきたい」と
述べている。

　同島の高台にある同ホテルは、水揚げされる旬の新鮮な魚介類を提供することはも
ちろん、中山社長は、「ホテルの眼下に広がる海景色、潮風浴、日なたぼっこで、宿泊
客はリフレッシュし、元気になる効果もある」と述べている。生物多様性がもらたす
恵みである生態系サービスのうち、「供給サービス（水産物）」や「文化的サービス（自
然景観の観光利用）」とホテルの事業活動は密接に関係している。
　同島は、観光業者と漁業者が協力し豊かな自然と共存してきた。しかし、海浜の埋
め立てなどによる魚の良好な産卵場の減少などにより、漁獲量が現在までの 30年間
に、徐々に低下傾向にある。また、魚介類の市場価格の低下による収入の減少もあり、
漁業から離れ、他の仕事に就くケースもある。これを踏まえ、同社社長は、「日間賀島
の観光業は豊な海の恵みに依存しており、漁業が成り立たなくなることは同島の観光
が成り立たなくなる。漁業が成り立つためには、豊かな漁獲が続かなくてはならない。
持続可能な漁獲のためには、生態系の健全さを保つ漁業のあり方が大切である」とい
う考えで、同ホテルで魚介の提供方法をこれまでと変える試みを始めた。従来は、観
光客に食べきれないほど多くの高級魚介を提供していたが、「食べきれないものを廃棄
するのは、もったいない」というお客さまの考え方の変化とともに、持続可能な漁獲
に寄与するために、高級魚から雑魚まで旬の魚をお客様に一品ずつ選択してもらい必
要な分だけ出すことを始めた。
　また、釣り企画「名人漁師と釣り体験」と題して、観光客自身が釣った魚をホテル
で調理することで、漁業者と観光業者が連携して、魚を獲り過ぎない漁を生計の一部
とする試みを開始した。
　この二つの取り組みについて、利用されるお客さまの感触も上々である。釣り企画は、
「自分の釣った魚はうまい」と参加者に喜ばれるだけでなく、漁業者とっても、漁に出
ていない午後の時間に船を有効利用でき、収入増、漁業の持続にも寄与している。
　その他、同社社長は、同島の里海を活かした漁業体験や干物づくり等の体験学習に
も取り組み、年間約８千人の誘客につなげるとともに、参加した子供たちが、生物多
様性について考えるきっかけとなっている。この体験学習は、生きた魚に触れ、新鮮
な魚を食べることで本来の美味しさ味わい、魚をより身近なものに感じることができ
ると好評である。

＊掲載内容は、日間賀観光ホテルへの聞き取り調査をもとに、事務局が作成しています。

日間賀島空撮写真（港や海水浴場の建
設は、同島の漁業と観光業が融合した
取り組みに大きく貢献）

日間賀観光ホテルから見える海景色を見な
がら、潮風浴、日なたぼっこで元気に !

釣り企画「名人漁師と釣り体験」

参考となるグループ：【グループ 2】、【グループ 5】
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日本ガラストロニクス株式会社 所 在 地
U R L
事業概要

滋賀県草津市南笠東３ー22 ー 97
http://www.ngc-inc.co.jp
ブラウン管用ステムの製造、ガラス管切
断加工、省エネ CCFL 照明製造・販売

事業活動と環境活動に対する考え方とその背景

企業活動における取り組みとその効果

今後の取り組み方針

　同社の桂
かつら
賢
ただよし
社長は、環境問題に熱心に取り組むようになった経緯について、「琵琶湖は過去に富養化問題があり、そこに

住み、事業を営む者として、必然的に環境問題について高い意識を持つようになった。また、人件費の安いアジアに生産移
転がされていく中で、円高もあり生産拠点を国内に維持するためには、コア技術を磨き、環境を切り口に商品化していく必
要があると考えた。」と述べている。

【本業において】
　同社の環境への取り組みは、「環境マネジメントシステム」、「地
球温暖化防止」、「生物多様性保全」の３つの柱で行っている。「地
球温暖化防止」に関しては、省エネ活動や省エネ照明製品の製造・
販売をはじめ、全社員ポトリ活動（CO2・100ｇを減らすための一
つの行動を１ポトリと呼ぶ）の推進がある。
　「生物多様性保全」については、「企業と生物多様性の関係性マッ
プ ®（JBIB※）」を作成し、現状把握を行い、自社が生態系にどの
ように依存し、影響を与えているのか、また、ビジネス上のリスク
とチャンスの把握に努めた。

【社会貢献活動として】
　同社は地域の中小企業と連携し、「湖南企業いきもの応援団」を創設。琵琶湖に流れ込む狼
川（おおかみがわ）の水質や生き物調査を実施している。同社社長は、「当社は、工場排水を流
している地元河川の環境保全に対する責任がある。そこで、その河川の調査を提案したところ、
地元企業11社、草津市役所、琵琶湖博物館（学芸員）が参画。中小企業が連携して活動を行
うことで経費やマンパワーの削減が図れる。また、従業員の環境教育の場や、参加企業との異
業種交流の場につながる」と述べている。

【社内体制作り】
　同社の環境活動に対する社内体制として、環境担当専任者はいないが、ISO14000の事務局は決めている。
　また、同社では、「自然は、未来からの預かり物」という思いを全社員が共有し、一人一人が、環境に配慮した行動をポ
イント換算し、自己申告する「ポトリ活動」を展開。その累積ポイントにより、エコ商品と交換できるしくみで、結果を社内
報等に掲載。同社社長は、この活動の効果について、「景品費用よりも、省エネ意識の高まりによる経費削減メリットのほ
うが大きい」と述べている。

【取り組んだ効果】
　同社は、環境活動で数多くの社会的な評価を受け、企業イメージの向上とともに、社会的な責任が増し、それが環境配
慮型の新商品開発に結びついている。

　COP10 後、社会の関心が薄れる中、生物多様性の保全・再生の意義を再確認する。今後は自然から学ぶ経済・社会の
構築、つまり自然と共生し、生命の知恵の発掘とその応用の上に築かれる文明こそが現在求められており、バイオミミクリー
（自然界をモデルに機械や道具に応用）の研究にも着手する。
　同社社長は、「自社にメリットをもたらす環境活動を見つけることが大切。また、製造業は、省エネ活動、省資源により
経費削減を図ることが、生態系保全に寄与することを社員に理解させることも重要。さらに、中小企業にとって環境活動を
広げるため、家族も含めた社員の生活まで巻き込む活動にすることが大事である。」と述べている。

※JBIBとは、「Japan…Business… Initiative…for…Biodiversity」の略で、和名は「企業と生物多様性イニシアティブ」。2008 年に設立され、生物多様性へ
の先進的な取り組みを進める企業の集まり。
＊掲載内容は、日本ガラストロニクス株式会社への聞き取り調査をもとに、事務局が作成しています。

企業と生物多様性の関係性マップ ®

生き物調査の様子

参考となるグループ：【グループ 3】
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中日本高速道路株式会社 所 在 地
U R L
事業概要

名古屋市中区錦 2 ー18 ー19
http://www.c-nexco.co.jp
高速道路建設、管理、関連事業

事業活動と生物多様性の関連の考え方

生物多様性への取り組みと成果

今後の取り組み方針

　道路建設は、周辺の動植物の生息・生育基盤の消失、動物の移動経路の分断、生息・生育環境の質的変化をもたらす可
能性がある。例えば、道路ののり面を緑化する際に、周辺の環境に配慮しない緑化を進めれば、生態系の撹乱など、10
～20 年先の環境に影響を及ぼすことになりかねない。そこで同社では、地域生態系への影響を回避・低減し、新たな生
息･生育環境を創出するエコロード（自然環境に配慮した道）づくりに取り組んでいる。

　生物多様性保全に向け様々な取り組みを実施しているが、定量的な評価手法が定められていないため、評価手法の策定
を検討中である。また、1995 年頃より高速道路の盛土のり面の樹林化を始めており、早いところでは更新期を迎えている。
　今後は、エコロード実施個所の評価及び計画的な追跡調査の実施、また、盛土のり面における計画的な樹林管理の実施
を計画している。

【地域性苗木育成事業】
　自然環境が豊かな地域を通過する道路の区間では、建
設現場等に自生する樹木のタネをあらかじめ採取し、滋賀
県湖南市の高速道路総合技術研究所…緑化技術センターに
おいて地域性苗木として育て、のり面等の緑化に活用して
いる。それにより、他地域から持ち込まれる植物の移入を
避け、遺伝子の撹乱を防いでいる。こうした活動は、同社
による高速道路事業のみならず、外部の企業・団体との連
携により、多くの現場に応用されている。
　例えば、NPOや名古屋市等と「郷土種保全協議会」を
設立し、なごや東山の森の整備などで地域性苗木による
緑化活動を展開。このほか、愛知県が進めている西三河
生態系ネットワーク協議会にも参画し、里山地域における
生態系の保全管理に取り組んでいる。

＊掲載内容は、中日本高速道路株式会社のホームページ並びに同社への聞き取り調査をもとに、事務局が作成しています。

【エコロードの理念と実施例】

建設予定地で希少種が発見
されたため、道路構造を変
更して生息域を保全

新東名で盛土を擁壁に変更し希少
種を保全

けもの道となるトンネル（高
速道路下の通路）を設置し、
動物の移動経路を確保

圏央道でトンネルを利用するアナグマ

希少生物の生息環境の確保
を目的とし、繁殖地の安定
のため代替えの産卵池を確保

東海北陸道でクロサンショウウオの
産卵池を設置

高速道路内の空間が野生生
物の生息に役立つよう、野
鳥の生息域を保全

東名阪自動車道弥富 ICと蟹江 IC
でサギのコロニーを保全

①生息・生育基盤の消失・
縮小を少なくする

②移動経路の分断を防ぐ ③生息・生育環境の質的
変化を少なくする

④道路空間を活用して生息・
生育環境を創出する

◎マイナス面の軽減 ◎プラス面の付加

参考となるグループ：【グループ 3】、【グループ４】
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中日信用金庫 所 在 地
U R L
事業概要

名古屋市北区清水２ー９ー５
http://www.shinkin.co.jp/chunichi/
金融業

事業活動と生物多様性の関連の考え方

生物多様性への取り組みと成果

今後の取り組み方針

　同信用金庫は、愛知万博以降、地球温暖化防止に寄与するた
め、太陽光や風力発電システムの利用、建物の壁面緑化など環
境に配慮した店舗設計をはじめ、省エネ・省資源活動に取り組
んできた。
　こうした中で、「環境問題に対して、経済活動の血液となって
いる金融機関が、企業や個人の環境配慮行動に対して、金融を
通じて支援する役割を担う必要がある」と考える同信用金庫は、
2010年のCOP10を契機に、「金融機関として生物多様性に貢
献できることは何か」をテーマに様々な活動に取り組んでいる。

　まず、同信用金庫は、預金業務に関し、COP10や生物多様性について、地域の関
心を高め、理解を深めるきっかけとなるよう「生物多様性について考えてみません
か定期」を「国際生物多様性の日」である 2009 年 5月 22日より取り扱いを開始
した。この定期は、預金残高に応じた額（0.01％）を同信用金庫が拠出し、COP10
支援実行委員会等へ寄付することにより、預金された方が間接的に寄付に参加する
というもの。この定期預金に対して、多くの方が賛同し、これまでに 4回取り扱っ
た（合計販売実績：10,509 口・8,600 百万円、合計寄付額：827千円）。同信用金
庫は、「全営業担当者が１日に接するお客様は約２千名になり、顧客と対話できる土
壌があるからこそ、進めることができた取り組みだった。」と認識している。
　なお、この定期預金の取扱いは、「第１回生物多様性アワー
ド（環境省・イオン環境財団主催）」において優秀賞を受賞し
ている。
　次に、融資業務に関して、中小企業に対して生物多様性へ
の取り組みを後押しすることをねらいに、環境格付け制度を
平成 2010 年４月から運用開始した。環境格付けは、金融機
関として「融資により経済を発展させる」という銀行本来の
機能に、「環境行動の促進を金融面から誘導する」という「環
境金融」の機能を加えたもの。資源の有効利用や省エネ、低
燃費車の導入、敷地内緑化、環境認証取得など、生物多様性
の保全に直接または間接的につながる活動を評価し、融資金
利を優遇することによって、融資先の環境行動を支援してい
る。（融資実績：17社・150百万円　23年 9月末現在）

　同信用金庫は地域に生きる信用金庫として、未来に向けた環境保全や生態系の維持のために、「無理をせず身の丈にあっ
た、地道に継続できることは何か」ということ念頭に置きつつ、小さなことでも一石を投じるような環境活動を金融業や社
会貢献活動を通じて今後とも、実践していく方針である。

＊掲載内容は、中日信用金庫のホームページ並びに聞き取り調査をもとに、事務局が作成しています。

栄生支店店頭における生物多様性に関する展示

↑「生物多様性について考
えてみませんか」

　　定期預金チラシ

← エコ・ビジネスローン「元
気くんG」チラシ

参考となるグループ：【グループ 3】




