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Q1.開発をすると自然環境はどんどん
悪くなるのか？ 



BIODIVERSIT
Y OFFSET 

BIODIVERSITY 
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残渣影響とオフセット IMPACT THAT REMAINS AFTER STEPS TO 

AVOID/PREVENT, MINIMIZE AND RESTORE DAMAGE 

HAVE BEEN EXHAUSTED. 

Niak Sian Koh (2020)  



AFTER PROJECT SHOULD BE BETTER 
BIOLOGICAL VALUE 

Biological Value 

Creating natural forest is 
  High cost 
  50 to 100 years to increase value 
  not same value as original forest 
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ノーネット
ロス/ネット
ゲインで知
るべきこと 

• 失われる環境とよりも再生する環境の質は低い 

• 再生する環境は失われる環境よりも広面積であるべきで

ある 

• 再生する環境の価値を上げるには長い年月が必要 

• 事業者は事業実施のプロであるが環境再生のプロではな

い 

• 環境再生が失敗した場合、事業者が破産・解散した場合、

責任を負う機関を決めておくべきである（デポジット制

度？） 

• 環境価値のモニタリング調査・評価は公開され、第三者機

関によって評価されるべきである 

 



Q1.開発をすると自
然環境はどんどん
悪くなるのか？ 
 

A1 ネットゲインを実施

すれば自然環境は向上

させられる 



Q2 企業の生物多様性の取り組みは十
分か？ 



企業は
ESG(環境・
社会・ガバ
ナンス)活
動を頑張っ
ている 

• 国立公園、国定公園、県立自然公園、ラムサール湿地な

どは避けている 

• 排ガス基準、排水基準、騒音・振動の要請限度は遵守し

ている 

• 廃棄物は法令に従い処理している 

• 再資源化も可能な限りがんばっている 

• 必要に応じてEIAも実施している 

• 直接利益につながらなくても、清掃や緑化などESG活動に

資金を投入している 

 



ESG金融とは 

企業分析・評価を行ううえで長期的な視点を重視し、環境（ENVIRONMENT）、

社会（SOCIAL）、ガバナンス（GOVERNANCE）情報を考慮した投融資行動をと

ることを求める取り組み。 

企業は適切なESG情報を提供しないと企業評価が下がり、投融資を受けにくくなる 



UNGCの「思いやりのあ
る者が勝利する: WHO 
CARES WINS)(２００４)」

の提言イメージ 

UNGC: UNITED NATIONS GLOBAL 

COMPACT (国連グローバル・コンパクト) 

企業はESG原則を実施し、

報告・情報開示を促進させ
ることで、より良い投資と
持続可能な社会実現を
リードする 
 



GRIスタン
ダードの生
物多様性 
(GRI 304, 
2016)要求
事項 

グローバル・サステナビリティ・スタンダード・ボード（GSSB）によるGRIスタンダード

は、組織が経済、環境、社会に与えるインパクトを一般に報告する際の規準。スタ

ンダードに基づいて作成されたサステナビリティ報告書は、組織が持続可能な発

展に対して与える、プラスおよびマイナスの寄与に関する情報を提供。生物多様

性という項目に関する報告要求事項は以下の通り。 

• マネジメント手法の開示事項（この部分はGRI 103 を参照） 

• 開示事項 304-1 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値

の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業

サイト 

• 開示事項 304-2 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいイ

ンパクト 

• 開示事項 304-3 生息地の保護・復元 

• 開示事項 304-4 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリスト

ならびに国内保全種リスト対象の生物種 



責任投資の６原
則 
(UNEP/UNGC, 
2019) 
PRI: 
PRINCIPLES 
FOR 
RESPONSIBLE 
INVESTMENT 

• 私たちは投資分析と意志決定のプロセスにESGの課題を

組み込みます。 

• 私たちは活動的な（株式）所有者になり、（株式の）所有方

針と（株式の）所有慣習にESG問題を組み入れます。 

• 私たちは、投資対象の主体に対してESGの課題について

適切な開示を求めます。 

• 私たちは、資産運用業界において本原則が受け入れられ、

実行に移されるように働きかけを行います。 

• 私たちは、本原則を実行する際の効果を高めるために、協

働します。 

• 私たちは、本原則の実行に関する活動状況や進捗状況に

関して報告します。 

銀行は適切なESG情報を提供する企業に融資しますよ 



自然関連財務情報開示タスク
フォース（TASK FORCE ON 

NATURE-RELATED FINANCIAL 
DISCLOSURES: TNFD）が近く発

足される 

• TNFD の「非公式ワーキンググループ（IWG）」は、金

融機関が自然へのリスクや依存度、インパクトをより良

く理解する上で必要な企業報告、指標、データに関す

るフレームワークを 2022 年までに設計する 

企業は定量化対応に準備すべき 



生物多様性リスク分析ツー
ル  

ENCORE（EXPLORING 
NATURAL CAPITAL 

OPPORTUNITIES, RISKS AND 

EXPOSURE） 

金融機関が自然資本に係るリスクを把握することを

狙いとしたオンラインツール。自然資本ファイナンス

アライアンス（NCFA）と国連環境計画 世界自然保

全モニタリングセンター（UNEP-WCMC）の共同開

発 

 https://encore.naturalcapital.finance/en 



UNEP、UNEP 
FI、グローバル・
キャノピーによ
る 
生物多様性目
標と金融に関す
る調査報告書
(2020) 

金融機関は以下に示す手順で、具体的（SPECIFIC）、質的及び量的に

測定可能（MEASURABLE）、達成可能（ACHIEVABLE）、関連性のある

（RELEVANT）、期限付き（TIME-BOUND）で、生物多様性目標を設定

することができる 

• 生物多様性を金融機関の戦略の中に組み込む。 

• 環境問題に取り組むための行動計画の中で目標設定を行い、グロー

バルな目標の達成に貢献する。 

• 生物多様性への依存度と生物多様性に与えるインパクトの両方また

はいずれか一方が大きいセクターについて、そのエクスポージャーを

評価する。 

• そのセクターの事業活動の性質に沿い、かつ、その事業活動を通じ

て生物多様性に対する負のインパクトを低減し、正のインパクトを増

進するような生物多様性目標の設定を検討する。（例えば、生物多様

性のノーネットロス目標） 

お金を貸す側も生物多様性目標を設定しますよ 



OECDの考
える 
生物多様性
ファイナンス
（2020）と
は 

• 生物多様性の保全、持続的な利用、再生に寄与する、もしくは寄与することを意図す

る支出全般で民間支出だけでなく、公的支出（国の財政支出や税収を含む）を含む

もの 

• 世界の生物多様性ファイナンスの規模は年間 780～910 億米ドルで、生物多様性

に害を及ぼす可能性のある活動（例：化石燃料の消費、大量の化学肥料や農薬の

使用を伴う農業、漁業資源の乱獲等）には、その5倍から6倍にあたるで年間約 

5,000 億米ドルが支出されている） 

• 生物多様性への資金の流れを評価、追跡、報告するためのOECDの提言 

• 生物多様性条約（CBD）に基づく財務報告の枠組みを修正し、さらなる細分化

を求める 

• 生物多様性に係る公的資金・民間資金を評価・追跡するための手法を開発す

る 

• 生物多様性に有害な公的支出を特定、評価、追跡するための国レベルの取り

組みを強化する 

• 生物多様性に関する資金フローの有効性や関連する政策措置を評価するた

めのガイダンスを策定する 

今後は国から事業者により細かい報告が求められるようになる 



生物多様
性保全に
関するISO
規格 

• 2020 年 8 月 生物多様性保全に関する規格のための専

門委員会（ISO/TC331)を設置 

• TC331 は、生物多様性の分野において、あらゆる組織が

持続可能な開発に貢献できるよう、要求事項、原則、枠組

み、ガイダンス、支援ツールを開発するための規格作成に

取り組む 

• 2023 年までに規格の取りまとめ 



日本の企業はどうか？ 

• 事業の意思決定レベルで生物多様性の観点が入っていない 

• 生物多様性への負荷が発覚した時には事業が進んで回避不能  

• 事業の生物多様性に与える負の影響・正の影響、生物多様性への依存度を定量化できてい

ない 

• 企業の自己評価で、ESCではプラス面のみを情報公開し、マイナス面の情報を十分に公開して

いない(EIA・モニタリング) 

• ノーネットロスを達成できていない 



Q2 企業の生物多
様性の取り組みは
十分か？ 
 

A2 目標設定、定量化、

負の影響の情報公開が

不十分 



Q3 企業は進むべき道が見えている
か？ 



企業は
ESGにどう
対応すべ
きか迷って
いる 

• 自分たちは環境関連法を順守しており、これ以上やる必

要はない 

• 保護区以外での活動なのになぜ問題なのかわからない

(重要なら保護区にしてほしい) 

• NGOは全ての企業活動を中止させようとするので関わり

たくない 

• ESGによってまた余分な時間とコストがかかる 

• ESG担当部署を設置してアンケート対応と報告書を作成さ

せれば十分だろう 

• 環境に配慮した点だけ情報公開し、負の影響は非公開で

良い 

 



事業者に生
物多様性保
全のための
情報・方針
が提供され
ているか 

• 国立公園・国定公園・県立自然公園・保安林のエリアアク

セス可能 

• 地形情報・植生情報はアクセス可能 

• 希少生物の分布情報にはアクセスできない 

• 生物多様性保全にとって重要な地域(KEY 

BIODIVERSITY AREA: KBA)の重要野鳥生息地

(IMPORTANT BIRD AREA: IBA)もアクセス可能だが利

用上の法的制限はない 



(生物多様性の将来像) 

• 府県市域を越えた森・里・川・海のつながりの中で生物多様性が保全され、多

様で豊かな自然の恵みを享受した人と自然が共生する社会が実現している。 

（第４期広域計画の自然共生型社会づくりの取組方針） 

• 府県市域を越えた広域で生物多様性を保全し、生態系サービスを維持・向上す

るための普及啓発を行い、各主体による持続的な保全・活用を支援する。 

• 「関西地域カワウ広域管理計画（第３次）」に基づく広域的な視点から、統一的

な手法による生息動向の継続的な把握等を実施し、関西地域全体での効果的

なカワウ対策につなげていく。また、鳥獣被害対策の推進に向けて、捕獲事業

に係る人材育成や防除技術の普及の促進を図る。 

 

関西広域連合第４期広域計画 



関西広域連
合による関
西の活かし
たい自然エ
リア 

これは企業が
開発を進める
上の指針にな
りうるか？ 



S 

EU 生物多様性戦略 2030 
（EU BIODIVERSITY STRATEGY FOR 2030） 

• 2030 年までに、欧州の 30%以上の陸域・海域について保護区域を

指定し、環境回廊で統合する。 

• EU の環境保護区域の 3 分の１（EU の陸域・海域の 10%相当）は厳

正に保護し、この保護区域には現存する全ての原生林を含める。 

• 明確な保護目的や保護措置の設定、適切なモニタリングを通じて、全

ての保護区域を効率的に管理する。 

 



S 

EU 自然再生計画：2030 年までの目標 

1. 法的拘束力のある EU 自然再生目標を 2021 年に提案し、環境影響評価の対象とする。2030 

年までに、劣化した生態系や炭素に富んだ生態系のかなりの面積を回復する。生息地や種の保

全状況は悪化しておらず、生態系の 30%以上は良好な保全状態に達しているか、少なくともプラ

スの傾向を示している。 

2. 授粉生物の減少を食い止め、好転させる。 

3. 化学肥料のリスクと使用は半減され、より有害な農薬の使用も半減される。 

4. 農地の 10%以上は、生物多様性に富んだ景観の特徴を示している。 

5. 農地の 25%以上で有機農業が行われ、農業生態学的（AGRO-ECOLOGICAL）な慣行が拡充さ

れている。 

6. 生態学の原則を十分に尊重し、30 億本の植林を行う。 

7. 汚染された土壌の修復が大きく進んでいる 

国や自治体にはこのような具体的目標策定が求められている 



S 

EU 自然再生計画：2030 年までの目標 (続き) 

8. 2 万 5,000KM 以上の自然河川が復元される。 

9. 特定外来生物の脅威にさらされているレッドリスト種の数を半減させる。 

10. 肥料から生じる栄養素の損失を半減し、その結果、肥料の使用量が 20%以上減少する。 

11. 人口 2 万人以上の都市は、野心的な都市緑化計画を有する。 

12. EU 都市緑地（EU URBAN GREEN AREAS）のような、変化に敏感な地域では殺虫剤は使用しな

い。 

13. 漁業や採掘活動を通じた海底へのインパクトを含め、変化への感度の高い種や生息地への負の

インパクトは大幅に削減し、良好な環境状態を実現する。 

14. 種の混獲をなくす、あるいは種の回復と保全ができるレベルまで削減する。 



Q3 企業は進むべき道
が見えているか 
 

A3 様々なガイドライン

があるが情報不足・知

識不足で進むべき方向

性が分からない 



Q4. 自然環境対策のコストは高いのか 



多くの事業計画の順序と検討項目 

経済・財務 

何をやろうか 
土木 

どこにしよう

か 

建築 

どういう形に

しようか 

自然・社会 

どういう手順

で進めようか 

廃棄物 

どのように運

営しようか 

EIA SEA 

PI ISO 14000 

検討が後手に
なると適切で
ない、費用対
効果の低い対
策になる 



後手になればなるほど自然環境対策の効率は低下 
事業の進捗 設計上の環境配慮 元々の自然環境へ

の負荷 
NNL/NGを実現さ
せるための対策 

費用 

何をやろうか 自然環境に負荷を
与えない事業 

無し 無し 無し 

どこでやろうか 重要な生息地を
100%回避する設
計 

非常に少ない 別のところで生物
多様性向上を支援 

わずか 

どういう形にしよう
か 

重要な生息地を
50％残す設計 

中間 別のところに50％
以上再生 

50％以上の再生費
用と維持管理費用 

どのように進めよう
か 

重要な生息地を
10%残すよう設計
変更 

大きい 別のところに90％
以上再生させる 

90%以上の再生費
用と維持管理費用 

どのように運営しよ
うか 

設計上の配慮はな
く、重要な生息地は
消滅 

非常に大きい 重要な生息地を全
て潰し、別のところ
に100%以上再生 

100%以上の再生

費用と維持管理費
用 



望ましい事業計画の順序と検討項目 

経済・財務 

何をやろう
か 

土木 

どこにしよう
か 

建築 

どういう形に
しようか 

自然・社会 

どういう手順
で進めようか 

廃棄物 

どのように運
営しようか 

EIA SEA 

PI ISO 14000 

最初から最後ま
で切れ目なく自
然環境に配慮
することで費用
対効果が高ま

る 



全ての事業段階で環境に配慮することでコスト低下
は可能 

順応的管理 MANAGEMENT THAT IS CORRECTED OR ADJUSTED TO ENSURE THAT INTENDED RESULTS 
ARE ACHIEVED, PRIMARILY BY TAKING RESULTS OF MONITORING AND EVALUATION OF THE 
EFFECTIVENESS OF PAST ACTIONS INTO CONSIDERATION. LESSONS LEARNED FROM PAST PRACTICE 
ARE THUS TAKEN INTO ACCOUNT. 



Q4. 自然環境対策
のコストは高いのか 
 

A4. 早い段階から環境

に配慮すれば環境コス

トは抑えられる 



Q5. 緑の創出であればなんでも良いの
か？ 



生物多様性の低い緑地 

• 特定外来種の植栽 

• 園芸種/外来種で覆われた緑地 

• 除草剤、防虫剤、殺菌剤を定期的に散布する緑地 

• 他のハビタットとの連続性が断ち切られた緑地 

• 間伐の遅れた針葉樹植林 

特定外来種 オオキンケイギク (https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/list/L-syo-01.html) 



コストのかかるハビタット創出 

• 定期的に伐採しないと常緑樹林化する落葉樹林 

• 立地特性(地形・気候・土壌・日射など)に合わない種/植生を目標とした緑地の保全・造成 

• 人為的に攪乱を続けなければいけない植生 

• 外来種を定期的に取り除かなければならない立地 



同じ面積でも生息環境の質は
異なる 

原生林 二次林 人工林 

人の介入 なし 中程度 高い 

樹齢 多様 中程度 一様 

生物多様性 高い 中程度 低い 

林齢 100 – 300年 5 – 15年 5 – 30年 

貯水能力 高い 中程度 低い 

哺乳類種数 18 14 2 

https://www.shinrin-ringyou.com/ 

http://bungakubu.kokushikan.ac.jp/chiri/Photo/2016Sep/16Sept.html 

http://www.yakusugi-museum.com/data-yakushima-yakusugi/206-morinosugata.html 



気候、土壌、地
形、攪乱で植
生が決まる 

https://legacy.owensboro.kctcs.edu/gcaplan/eco/Note%20Withgott/ECO%20NOTE%20%20H%20%20Ecosystems.htm 





かく乱が必要な植生・種 

 

• ゾウとサバンナ 

• 洪水とヨシ原 

• 風と草原 

• 火と花 

• 洪水とヤナギ 

 

 Windswept grassland, Rebun, Japan 
https://www.env.go.jp/park/rishiri/point/index.html 



林縁から遠い場所を多く 

 
Better 

Worse 

Edge habitat 

Interior 
habitat 



緑地をつなげる 

• ROLES OF CORRIDOR HABITAT 

• LOWER THE RISK OF 

EXTINCTION 

• EXCHANGE OF INDIVIDUALS 

BETWEEN POPULATIONS 

• PREVENT INBREEDING  

• PREVENT REDUCED GENETIC 

DIVERSITY 



望ましいハビタットの配置 
A- Large is 
better 

B-
Contiguous 
is better 

C- 
Compact is 
better 

D- 
Compact is 
better 

E-
Connected 
corridors 
are better 
 

F- 
Compact is 
better  

G- Dispersed 
habitat of 
the similar 
size is 
better 

Better  
 
 
 
 

Worse  
 
 
 
 

(modified from Diamond 1975) 



VEGETATION RESTORATION BY SEED BANK IN 
SOIL 

Osaka prefecture (2000)”Monitoring survey for vegetation recovery of Minoogawa dam” Photo 
by Toru Umehara 



FOREST 
RESTORATI

ON 
 



多様性向上に効果的な緑地にするために 

• 立地と気候からその場所に合う植生を知る(昔の地形、地名、植生を参考に) 

• 管理にどの程度のエネルギーを投資できるのかを知る 

• 見栄えや植栽に頼らず、土地の再生力、埋土種子の力を借りる 

• ハビタットとして望ましい配置にする 

• ターゲットとする生き物がいる場合、その生活環、移動特性に合わせる 

• 防犯・見栄え・防虫・防鳥と生物多様性は共存しない 

 



Q5 緑地なら何で
もよいのか？ 
 

A5 多様性向上のため

の効果的な緑地にすべ

き 



Q6.湿地・水辺を作れば何でもよいのか 



河川ハビタットの質 

項目 天然河川 人手の加わった河川 

流路 洪水のたびに流路が
変わる 

堤防により固定 

川岸 植物、岩、砂 コンクリート 

川底 雨や洪水で土砂が動
く 

土砂はあまり動かない 

土砂供給 土砂が上流から供給
される 

ダムや堰によって土砂が
止められる 

堰 堰やダムがない 堰やダムがある 

生物多様性 高い 低い 

Togiak River 
(Hillebrand Steve, U.S. Fish and Wildlife Service) 

Danube river 
(http://www.danubesurvey.org/jds2/index.html) 



生き物の再生しづらい湿地・水辺 

• 安全性を重視し、コンクリートで固め水道水を流した人工せ

せらぎ 

• 水位変動が大きすぎる貯水池 

• すぐ埋まってしまう池・ワンド 

• 他の河川/湿地から切り離された湿地 

 

 



コストのかかる無理なハビタット創出 

• 台地の上に穴を掘り、遮水シートを敷いてつくる池 

• 洪水のたびに埋まる人工ワンド 

• 常に手入れをしないと樹林化してしまう人工池 

• 水質改善装置導入による水草の再生計画 

 



元々湿地
だったとこ
ろはたくさ
んある 

国土地理院湖沼湿原調査より 



元来の立地から多様性回復の潜在力を見極める 



コストのかからない水辺再生の方法 

• 水路、河岸改変の変遷を調べる 

• 元々の地形・土壌を読んで力を借りる 

• 遷移の段階を読んで、力を借りる 

• 攪乱の動力を読み、力を借りる 

• 造園の技法を持ち込まない 

 

 



WETLAND 
RESTORATION 

• MICHAEL J. OSLAND (2012) 

ECOSYSTEM DEVELOPMENT 

AFTER MANGROVE WETLAND 

CREATION: PLANT–SOIL CHANGE 

ACROSS A 20-YEAR 

CHRONOSEQUENCE 



RIVER 
RESTORATI

ON 
• IMPROVING 

ECOSYSTEM 

FUNCTION 



生物多様性の高い水辺・湿地 

• 生物多様性の高い水辺・湿地は人にとって危険である（暗い、虫がいる、溺れる、滑る） 

• 生物多様性の高い水辺・湿地は災害リスクがある(浸水、落石、崩壊、倒木) 

• 生物多様性の高い水辺・湿地は不便である(道、トイレがない) 

• 生物多様性の高い水辺・湿地は必ずしも見栄えが良くない(特に施工直後) 

• 生物多様性の高い水辺・湿地は在来生物で構成されている(外来種、園芸種は適さない) 

• 場所の持つ本来の再生力を利用した環境再生は建設も維持管理も低コスト 

• 生物多様性の高いところに安心・安全を求めてはいけない 



Q6 水辺・湿地なら
何でもよいのか？ 

A6 多様性の高い水辺・

湿地には条件がある 



Q7.生物多様性保全と安心安全は共存
できるのか？ 



ひとつのSDG指標しか見ないことによる生物多様性
へのしわ寄せ 

• 貧困削減のための道路、灌漑施設整備で、緑地が減少分断され、生物生息環境が悪化 

• 防災のための堤防建設/砂防施設/護岸工事で、水際生態系が破壊され、生物生息環境が悪

化 

• 洪水調整により河道内の草地が減少し、草地植物が減少 

• 緊急災害復旧活動で、生物生息環境が悪化 

• ふれあい公園整備で整地して外来種を植栽し、在来植生が減少 



生物多様性保全と安心安全は共存しにくい 

• 交通整備計画は、緑地の連続性を切りやすい 

• 洪水防止計画は、自然河川を変えやすい 

• 防災・減災計画や緊急災害復旧は、ハビタットを考えないことが多い 

• 効率的な農業は、生物多様性にハビタットを提供しない 

• 自然河川は溺死の危険が高く、洪水も発生する 

• 多様性の高い緑地は、虫やヘビも生息している 

• 自然河川や多様性の高い緑地は、知識のない人にとって危険 



生物多様性と安心・安全共存のためには 

• 組織の工夫 

• 計画段階検討や意思決定に際し、生態系の専門家の視点を入れる体制/システムにする 

• 実務の工夫 

• 計画初期から閉鎖まで、設計技術者と生物技術者が共同で実務を行う(EIAなどの制度にこだわらな

い) 

• エリアの工夫 

• 人のエリアと生物のエリアを分けるゾーニングをする 

 



環境をコーポレートガバナンスに組み込む 

取締役会 
(環境担当取締

役？) 

内部監査室 
(環境担当監査役？) 代表取締役 

経営会議 
(環境担当役員？) 

報告 監督 

各部門 

報告 指示 

報告 指示 

報告 指示 

報告 

指示 

内部監査 

環境コンサルタント 
助言 

公害の専門家
は生物多様性
が分からない 



事業計画の最初から最後まで生態系の視点を入れ
る 

経済・財務 

何をやろう
か 

土木 

どこにしよう
か 

建築 

どういう形に
しようか 

自然・社会 

どういう手順
で進めようか 

廃棄物 

どのように運
営しようか 

EIA制度やモニタリ

ングにこだわらず、
常に環境を考える 



Q7.生物多様性
保全と安心安全
は共存できるのか 

A7.共存するためには

工夫が必要 



Q8 日本の生物多様性の目標策定にあ
たり認識すべきことは？ 



生物多様性回復に関係する事象 

• 日本の人口は減少する 

• 約５％の集落が今後 10年以内又はいずれかの時期に無居住化する

可能性がある 

• 荒廃農地は増加(令和元年の荒廃農地は13,200ha) 

• 昭和初期に荒廃した山林は材積を大きく増やし、二次林が極相林化 

• 竹林が放棄され里山に拡大し、生物多様性が低下している(S61年

14.7万haからH24年16.1万haに竹林が増えた) 

• 水路は蓋をされ、ため池は潰される 

• 外来種が侵入・拡大し、在来種が減少 



関西域圏の
総人口予測 

• 2050年の総人口は、2010年の約
75％まで減少 

• 年少人口（0-14歳）と生産年齢人
口（15-64歳）は2010年の約60％
前後まで減少 

• 65歳以上の人口は、2010年の約
1.3倍に増加 

 
 

関西広域連合「関西圏域の現状及び
将来推計」より 



成長する樹木(1945-1961-1988) 



日本の森林は放任されて育って
いる 

• 面積は大きく変わらない 

• 植林が少し増え、非植林は少し減少 

• 植林は育ち蓄積が増加 

• 二次林(クヌギ・コナラ・アカマツ林)が放置され、竹林・

常緑林に 

• 明るい林床の必要な二次林依存植物が絶滅危惧に 

林野庁(https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/genkyou/h29/attach/pdf/2-1.pdf) 



Q8 日本の生物多様性
の目標策定にあたり認
識すべきことは？ 
 

A8 人口減少、緑地の

質の変化を認識すべき 



Q9 市民はどう対峙すべきか 



UNGCの「思いやりのあ
る者が勝利する: WHO 
CARES WINS)(２００４)」

の提言イメージ 

UNGC: UNITED NATIONS GLOBAL 

COMPACT (国連グローバル・コンパクト) 

NGOは、企業の客観的な
ESG情報を一般市民と投

資家に提供することで、よ
り良い投資と持続可能な
社会実現を支える 



NGOによる企業の客観的情報提供の例 

• 空中写真を精査し、消失緑地の面積と消失させた主体の名称を公表する 

• 空中写真を精査し、回復緑地の面積と回復させた主体の名称を公表する 

• ハビタットの価値を高める場所、ハビタットの連続性を保つべき場所を公表し、取得/借用に必

要な費用、ハビタット再生/管理に必要な費用を公表する 

 

より進化すればミティゲーションバンキングに 



NGOにとって開発はチャンス？ 

• 企業が迷わないよう、保護区以外で回避するべきを公表する 

• ネットゲインを実現するよう、SDGsに寄与する代替案を積極的に提案する 

 



AFTER PROJECT SHOULD BE BETTER 
BIOLOGICAL VALUE 

Biological Value 

Creating natural forest is 
  High cost 
  50 to 100 years to increase value 
  not same value as original forest 
  

Project 

Project 
Project 

Project 
Project 

Time 



Q9 市民はどう対
峙すべきか 
 

A9 ESG情報の提供と代

替案提案でチャンスを

生かす 



本日の話 

• ネットゲインを実施すれば開発で自然環境は向上させられる 

• 企業の生物多様性の目標設定、定量化、負の影響の情報公開が不十分 

• 企業は情報不足・知識不足で進むべき方向性が分からない 

• 計画の早い段階から環境に配慮すれば環境コストは抑えられる 

• 多様性向上のための効果的な緑地にすべき 

• 多様性の高い水辺・湿地には条件がある 

• 生物多様性保全と安心安全は共存のためには工夫が必要 

• 日本の生物多様性の目標策定にあたり 人口減少、緑地の質の変化を認識すべき 

• 市民は ESG情報の提供と代替案提案でチャンスを生かす 



ありがとうございました 


