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会社紹介

●大阪に本社を構える住宅メーカー（1960年創立）

●戸建住宅、賃貸住宅、分譲マンション、リフォームなどの事業を
全国展開

●2009年7月末時点の累積建築戸数は約197万戸。2010年
1月に業界初の200万戸を達成

●2008年6月には環境省より「エコ・ファースト企業」として認定
を受ける



住宅産業はアセンブル産業

取引メーカー約3,000社の協力を得て
1棟あたりの約6万点の部材で構成されています。



木材調達の現状

エリア別の木材調達実績

総量 約29.5万m3

（2009年2月～2010年1月）
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森林破壊が引き起こす多くの問題

大規模皆伐による永久凍土の消失

野生動物の絶滅

伐採企業と地域
住民との衝突

国内林業の衰退

写真はすべてFoE Japan



フェアウッド※ ＝ 環境に配慮し、社会的に公正な木材

例えば

・最低限、合法な木材

・持続可能な森林経営を目指している木材

・信頼できる第三者機関の認証を受けた木材

・できるだけ近くの森林から出た木材

・・・・・
※（財）地球・人間環境フォーラムと国際環境NGO FoE Japanの登録商標

フェアウッドとは



フェアウッド調達の課題

木材調達におけるグリーン購入の難しさ

●複雑な流通過程（調達範囲の広さ、仲介者の多さ）

●調達木材に対する従来の要望（性能や意匠、価格）

など



持続可能な木材調達



木材調達ガイドラインの特徴

①合法性に加えて、生態系保全や地域住民の暮らしや
社会的影響まで視野に入れた持続可能なガイドライン

②公正性・客観性を保つため、NGOとの協働により、ガ
イドラインを策定、運用。

③サプライチェーンとのコミュニケーションを図り、相互に
連携した活動を展開。



木材調達ガイドラインの特徴①

・グリーン購入法では持続可能性が配慮事項にとどまる

・2010年秋に名古屋でCOP10開催

合法性に加えて、生態系保全や地域住民の暮らしや社
会的影響まで視野に入れた持続可能なガイドライン

・2011年は国際森林年



積水ハウスの木材調達ガイドライン 10の調達指針

①違法伐採の可能性が低い地域から産出された木材

②貴重な生態系が形成されている地域以外から産出された木材

③地域の生態系を大きく破壊する、天然林の大伐採が行われて
いる地域以外から産出された木材

④絶滅が危惧されている樹種以外の木材

⑤消費地との距離がより近い地域から産出された木材

⑥木材に関する紛争や対立がある地域以外から産出された木材

⑦森林の回復速度を超えない計画的な伐採が行われている地域
から産出された木材

⑧国産木材

⑨自然生態系の保全や創出につながるような方法により植林され
た木材

⑩木廃材を原料とした木質建材

合法性合法性

温暖化防止温暖化防止

生物多様性生物多様性

社会性社会性

資源循環資源循環

2007年4月に策定



評価の一例：（絶滅危惧種）

調達指針④ 絶滅が危惧されている樹種以外の木材

得点 IUCN Red Databook 1994 
Categories & Criteria (Ver2.3)

IUCN Red Databook

Category（日本版）

樹種

（抜粋）

5点 LR/LCLow Risk/ Least Concern カテゴリー外 ウエスタンレッドシダー、
ダグラスファーなど

4点 LR/CD&NTLow Risk/ Conservation 
Dependent, Near Threat

準絶滅危惧 ヒノキ、スギ、センペル
セコイアなど

3点 VUVulnerable 絶滅危惧やや高い セプター、チーク、ウリン

2点 ENEndangered 絶滅危惧高い ホワイトメランチなど

1点 CRCritically Endangered 絶滅危惧非常に高い レッドラワン、イエローラ
ワン、カポールなど

※ 認証材であれば+2点

12



木材を多面的に評価し、改善につなげる

合計点（最大43点） 調達ランク

34点以上 Ｓ

26点以上、34点未満 Ａ

17点以上、26点未満 Ｂ
調達指針①④が評価でき
ない、もしくは17点未満 Ｃ

得点 IUCN Red Databook 
1994 Categories & 
Criteria (Ver2.3)

IUCN Red Databook

Category（日本版）

樹種

（抜粋）

5点 LR/LCLow Risk/
Least Concern

カテゴリー外 ウエスタンレッドシダー、ダ
グラスファーなど

4点 LR/CD&NTLow Risk/ 
nservation 
Dependent, Near 
Threat

準絶滅危惧 ヒノキ、スギ、センペルセ
コイアなど

3点 VUVulnerable 絶滅危惧やや高い セプター、チーク、ウリン

2点 ENEndangered 絶滅危惧高い ホワイトメランチなど

1点 CRCritically 
Endangered

絶滅危惧非常に高い レッドラワン、イエローラワ
ン、カポールなど

得点 違法伐採の可能性が高いと考
えられる木材のその国の木材
総輸出量に占める割合

地 域

5点 10%未満 フィンランド、ニュージーランドなど

4点 10%以上 ラトビア、中国、ベトナム、日本など

3点 30%以上 ロシア欧州部、韓国、台湾、フィリピン、ベト
ナム、ラオスなど

2点 50%以上 ロシア極東、エストニア、カメルーン、赤道ギ
ニア、ガーナ、など

1点 70%以上 ガボン、リベリア、インドネシア、カンボジア、
ブラジル・アマゾン、など

＋

…
…

10の指針ごとに分析し、合計して、
木材を評価

→ 「見えれば、変えられる」

合計点で評価することで、調達の選択肢も広がり、フェアウッド調
達と安定供給の両立が可能になり、経済性とのバランスも取れる



NGOとの協働



木材調達ガイドラインの特徴②

・世界68ヶ国に100万人のサポーター
をもつ、国際環境NGO。森林プログ
ラムだけでなく、温暖化に関する提
言、里山の再生、中国における砂漠
緑化プロジェクトなど、幅広い活動を
行っている。

ガイドライン策定時 フェアウッドに関するレクチャー
評価のための各種データ提供

ガイドライン運用時 調達木材評価の支援
など

公正性・客観性を保つため、NGOとの協働により、
ガイドラインを策定、運用。



サプライヤーとの連携



木材調達ガイドラインの特徴③

サプライヤーとのコミュニケーションを図り、相互に連携した活動
を展開。

●主要木質建材サプライヤー60数社（約100名）に対して、
・フェアウッド調達の背景
・調達の方向性
・ガイドラインの詳細
・現状の調達レベル など
を説明

●サプライヤーから自発的な
提案や調達木材の評価依
頼が増加

●一企業の枠を超えた、より大きな取組みとして展開



調達レベル向上のための具体的取り組み

絶滅危惧リスクが高く、調達レベルが低いフロア芯材の改善

■A社
FSC認証を取得したラワン材へ切り替え

■B社
ユーカリ材（植林）へ切り替え（PEFC認証材）

絶滅危惧リスクを森林認証により回避

絶滅危惧リスクを樹種変更と森林認証により回避

森林認証：木材の生産地となる森林が適切に管理されていることを、独立した
第三者機関が公正に評価・認証すること。FSC、PEFCなど



持続可能な森林から産出された木材を積極的に使用

スウェーデン：SCA社の場合

①1本の木を収穫すると、森林資源
再生のために2～3本の苗を植林
し、さらに種をまく。

②③植えた木の成長具合を見なが
ら、約80～120年の間に3回
程度の間伐を実施。

④約80～120年を1サイクルとして、木を収
穫。5%程度は生態系保全のために残す。

伐採樹齢
80～120年
当社向け
住宅用木材



国産材もフェアウッド調達のひとつの視点

●合板の一部または全部で国産材使用（野地板、床パネル用合板など）

●秋田杉の柱材（シャーウッド構造材）
・2007年から仙台支店でパイロット運用
・2009年より東北エリアでオープン化

●シャーウッド構造材の国産材OP設定
・2010年8月から東北エリア以外でも国産

材をオプション展開



調達実績の推移

総量
約38.8万m3

総量
約29.5万m3

2009年2月～2010年1月 2006年2月～2007年1月

Sランクの木材増加、Cランクの木材削減により、
木材調達レベルを向上



一般生活者とのコミュニケーション

サプライヤーとのコミュニケーションに加えて、一般生活
者とのコミュニケーションがフェアウッド普及の鍵を握る



木材調達ガイドラインの特徴

①合法性に加えて、生態系保全や地域住民の暮らしや
社会的影響まで視野に入れた持続可能なガイドライン

②公正性・客観性を保つため、NGOとの協働により、ガ
イドラインを策定、運用。

③サプライチェーンとのコミュニケーションを図り、相互に
連携した活動を展開。



フェアウッド調達今後の課題

●調達木材のトレーサビリティの精度向上

●一般生活者に対するフェアウッドに関する情報発信

●フェアウッド採用に対するインセンティブ



これからもフェアウッド調達に取組み、
持続可能な木材調達を進めていきます。
ご清聴、ありがとうございました。

これからもフェアウッド調達に取組み、
持続可能な木材調達を進めていきます。
ご清聴、ありがとうございました。


