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Activities of
Japan Business and Biodiversity Partnership



• CBD/COP10開催中にWBCSD, IUCN, 経団連自然保護協議会
が開催した「International Business & Ecosystems Dialogue」
の中で発足（2010年10月26日）

• Officially launched at the COP 10 side‐event “International 
Business & Ecosystem Dialogue” organized by WBCSD, IUCN 
and Keidanren Committee on Nature Conservation (26 Oct 
2010)
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パートナーシップの発足
Launch of the Partnership
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経団連地球環境憲章

（1991年）
Keidanren  Global Environment Charter

自然保護協議会・基金

（1992年～）

自然保護・生物多様性

Nature Conservation Fund & Committee

Nature Conservation / Biological Diversity

環境自主行動計画

（1997年～）

温暖化対策・循環型社会形成

Pledge and review action plan on Environment

2009   Declaration of Biodiversity by Keidanren

2003年「経団連自然保護宣言」
2009年「経団連生物多様性宣言」

Climate Protection/Recycling‐based Society

経団連の環境問題への取り組み
Keidanren’s program to address environmental issues



• 自然保護基金の委託者としての業務
Activities as the manager of the nature conservation fund

▽募金活動 Fund‐raising activity

▽支援プロジェクトのフォローアップ
Follow‐up work on supported projects

• 自然保護協議会独自の活動（最近のテーマは「生物多様性」）
Original activities of the committee on nature conservation
(Recent key subject is "Biodiversity")

▽企業とNGOとの協働の推進 Promotion of Company‐NGO cooperation

▽会員企業対象の自然保護活動啓発
Enlightenment of nature conservation activities for member companies

「経団連生物多様性宣言・行動指針」（２００９年３月）
"Declaration of Biodiversity by Nippon Keidanren"   opened in Mar. 2009
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自然保護協議会の活動
Committee on nature conservation’s activities



経団連生物多様性宣言・行動指針
生物多様性保全に対する企業の取り組みを、一層強化していくため、
「経団連生物多様性宣言」を公表（２００９年３月）
Published “Declaration of Biodiversity by Keidanren” to further strengthen
businesses’ efforts on biodiversity conservation. （March 2009）

＜宣言７原則＞
1． 自然の恵みに感謝し、自然循環と事業活動との調和を志す
2． 生物多様性の危機に対してグローバルな視点を持ち行動する
3． 生物多様性に資する行動に自発的かつ着実に取り組む
4． 資源循環型経営を推進する
5． 生物多様性に学ぶ産業、暮らし、文化の創造を目指す
6． 国内外の関係組織との連携、協力に努める
7． 生物多様性を育む社会づくりに向け率先して行動する

<The Seven Principles of the Declaration>
1． Appreciate nature's gifts and aim for corporate activities in harmony with the natural environment
2． Act from a global perspective on the biodiversity crisis
3． Act voluntarily and steadily to contribute to biodiversity
4． Promote corporate management for sustainable resource use
5． Create an industry, lifestyle and culture that will learn from biodiversity
6． Collaborate with relevant international and national organizations
7． Spearhead activities to build a society that will nurture biodiversity
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• 目的
–幅広い様々な事業者の積極的参画を促す
–取り組みの質・量両面での拡充を促す

• 対象
–事業者（中小企業、第1次産業事業者を含む）

– 事業者の取り組みを支援する経済団体、NGO等

• 参加要件
– 「生物多様性民間参画パートナーシップ行動指針」
（＝経団連の行動指針）の趣旨に賛同し、それに
沿った活動を実践、向上、推進する意思のあること
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Participants: Businesses, Economic Organizations,  
NGOs and Public Organizations

Participants are required that they will endorse the “Agenda 
for Action"  and will promote own activities for Biodiversity

Objectives: to promote participation of various 
businesses widely and their activities effectively

生物多様性民間参画パートナーシップ
Japan Business and Biodiversity Partnership



生物多様性民間参画イニシアティブ イメージ

アジアでのイニシアティブ・共通事項

政府機関など

ＥＵ

カナダ

ブラジル
CBD ドイツB&B

業界別

国際機関

情報共有・経験交流

生物多様性民間参画
グローバルプラットフォーム（仮称）

生物多様性民間参画
パートナーシップ行動指針

参加企業
・経団連宣言推進パートナーズ
・Ｂ＆Ｂイニシアティブ
・新規参加企業

アドバイザリー
ボード活動全体の評価・検証

海外の
NGO・
経済団体 情報提供・連携

賛同

国連生物多様性の１０年日本委員会

美しい森林づくり全国推進会議美しい森林づくり全国推進会議「フォレスト・サポーターズ」

メディア

生 物 多 様 性 の 主 流 化 促 進

各種事業への協賛、
その他の協力

地球生きもの
サポーター

連携

賛同

経済団体など

ＮＧＯ、研究機関、
学生団体など

生物多様性民間参画パートナーシップ
(Japan Business and Biodiversity Partnership)

・宣言及び活動内容の情報発信と共有
・取組の優良事例に対する表彰
・国際的な情報共有・経験交流
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• 参加団体数の推移（４２４団体→４８０団体へ増加）
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発足時 ２月 ６月 現在

公的機関

NGO

経済団体

事業者

424

480

「生物多様性民間参画パートナーシップ」
Japan Business & Biodiversity Partnership

Public Agencies

Economic Organizations

Businesses

Increase in number of members

Start Feb,2011 Jun,2011 Now



１．ウェブを通じた情報提供・共有〔 http://www.bd-partner.org/ 〕
/Providing and sharing information through the website 

２．ニュースレターの発信：原則として月１回程度発信継続

/Issuing monthly newsletters

３．事業者会員アンケート /Questionnaire survey for members

４．「経団連生物多様性宣言 行動指針の手引き」を通じた普及啓発

/Providing guidelines through "Declaration of Biodiversity by Keidanren, 
Guide to Action Policy"

５．関連事業との連携/ Collaboration with other initiatives

（１） 国際森林年を契機とした｢ﾌｫﾚｽﾄ･ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ｣

/Collaboration with a domestic forest initiative (“Forest Supporters”)

（２） 「にじゅうまるプロジェクト」/ Aichi Targets implementation promotion 
campaign “Nijuumaru Project”

（３） 「いきものにぎわい企業活動コンテスト」

/Award scheme “Contests for  Corporate Activities on Biodiversity” 9

主な活動内容
Major activities



http://www.bd-partner.org
10



１．国際森林年を契機とした｢ﾌｫﾚｽﾄ･ｻﾎﾟｰﾀｰｽﾞ｣との連携

▽ 「協働宣言」の締結（2011年2月）

▽協働事業としてのシンポジウムの開催（2月、7月）

▽会員の相互勧誘（7月～）

Collaboration with a domestic forestation initiative (“Forest Supporters”)
▽Signing of the declaration of collaboration (February)

▽Holding joint symposiums (February and July)

▽Cooperation in broadening membership (promotion of each other’s activities) (July ‐)

２． 「にじゅうまるプロジェクト」
Aichi Targets implementation promotion campaign

“Nijuumaru Project”

３．「いきものにぎわい企業活動コンテスト」
Award scheme  “Contests for Corporate Activities on

Biodiversity”
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関連事業との連携
Collaboration with other initiatives



ご清聴ありがとうございました。

Thank you very much
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お問い合わせ先：www.bd-partnership.org
kncf@keidanren.or.jp


