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“Sustainable Development” 持続可能な開発への新たな原動力

「持続可能な発展」という概念の誕生

1987年に、国連の「環境と開発に関する世界委員会」（通称： 「ブラントラント委員会」）は、
その最終報告書、Our Common Future、『我ら共有の未来』を発行した。このなかで、「持
続可能性」（Sustainability)や「持続可能な発展／開発」（Sustainable Development)が、そ
の後の国際社会の公平な発展のキーワードとして打ち出された。

報告書のなかで、「持続可能性」は、次のように定義された：

 

現世代がそのニーズを満たしながらも、将来世代がそのニーズを満たす
可能性を脅かさない

企業経営を動かす原動力 資源制約の変化生態系の変化

グローバル経済の進展

報告書ガイドライン

責任ある
企業経営

条約・法規制の深化

市民社会の要求

金融の基準

この概念は、1992年にブラジルで開催された「国連環境開発会議」（通称： 「リオサミット
／地球サミット」）のキーコンセプトとなり、1990年代に国際社会の協力、国家運営、そして
企業経営に多大な影響を及ぼす考え方となった。1996年に導入され始めた環境マネジメ
ントシステムISO14001をはじめ、企業は次第に経済的責任だけでなく、環境と社会的責任
の実行も強く求められるようになっていった。

生態系の変化

資源制約の変化

グローバル経済の進展
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“New Consumers” ニューコンシューマーの影響

 

その他、東欧を中心とした10ヶ国を調査対象としている。数値は全て2000年現在。

20ヶ国全体で、ニューコンシューマーは10.6億人、全体人口の29％を占めていたという。

53%1,2002,300マレーシア

30%6,30021,000インドネシア

43%3,3007,600フィリピン

45%1,9004,200コロンビア

56%1,3002,400ベネズエラ

84%3,1003,700アルゼンチン

(上記、BRIC＝ブリック諸国と呼ばれ、短中期的に、近代工業社会の変化に最も大きな影響を及ぼすとされる新興国）

24%30,030126,200中国（C）

13%13,200101,600インド（I）

47%6,80014,600ロシア（R）

44%7,50017,000ブラジル（B）

人口における割合数

ニューコンシューマー
人口国名
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ニューコンシューマーの数と分布

出典： Norman Myers, Jennifer Kent: “The New Consumers,” Island Press, 2004 

「ニューコンシューマーの台頭

英国の環境学者、ノーマン・マイヤーズ博士
は、新興国において、「一家庭で、年間1万ド
ル以上の購買力」を手に入れた人々を
「ニューコンシューマー」と位置づけた。2000
年時点で既にその数は、調査対象となってい
た20カ国で10億人を超え、そして2010年には、
20カ国の総人口の39％を占める約15億9000
万人にまで増えると指摘している。彼らの新
たな消費による資源制約の変化の予測は難
しく、企業にとっての新しいマーケットを意味
すると同時に、持続可能な発展に関する国
際的な取り組みや社会の仕組みの進化を促
す要因になると予想される。特に、鉱業に携
わる企業にとって、ニューコンシューマーの
台頭による資源需要の変化、必要な設備投
資の見極め、そして新興国を含めた環境・社
会関連の法規制の進展が予測しにくい側面
がある。

未来適応型の競争力の基礎作り
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“Strategic Corporate Design” 新しい競争環境と「戦略的事業設計」

リスク要因の全体図と新しい戦略的方向性

鉱業のみならず、企業が社会的責任（ＣＳＲ）の実践を求められ
ている過程において、新たなリスク要因が台頭していることを認
識することは非常に重要である。このようなリスクを、大きく分け
て次の4種類に分類できる：

■法的リスク

■社会リスク

■顧客リスク

■投資家リスク

戦略的事業設計概念図市場
ポジショニング

制約条件の進化
新成長領域

自
社 戦略的方向性

戦略的事業設計概念図市場
ポジショニング

制約条件の進化
新成長領域

自
社 戦略的方向性

事業の戦略的デザイン

出典： エツィオ・マンツィーニ（ミラノ工科大学）
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“Material Stewardship” とビジネスモデルの変容

Materials Stewardship（マテリアル・スチュワードシップ）

資源を
採掘する

A

B

使用後の資源を
回収する

モノを生産する

モノを使用する

資源を
採掘する

モノを生産する モノを消費する
廃棄物として
捨てる

廃棄物の一部は「リサイクル」される

資源制約の変化と、特にそれに伴う国
際社会と国内行政の法規制の強化を
背景に、産業社会は徐々に「地下資
源」から「地上資源」重視へと社会全体
の戦略が移行すると思われる。

従って、資源を質を落とすことなく循環
させることが重要視され、これまでの
「動脈」と「静脈」との間の境目が次第
になくなり、「リサイクル」から「資源回
収」へと仕組みと制度も進化する。
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“SSCM” サステナブル・サプライ・チェーン・マネジメント

SSCM（サステナブル・サプライ・チェーン・マネジメント）

自社の製品・サービスの最上流（資源採掘）から最下流（再資源化・廃棄）に至るまで、環
境・倫理・社会側面における課題を包括的かつ正しく把握し、対応を施す一連の活動。

一連の活動には、課題の解決・改善に積極的に取り組むための適切なリスク・アセスメント
や、その結果を踏まえたポリシー・基準の適用のほか、サプライチェーンにおける主要取引
先の教育・パートナーシップの構築と維持も含まれる。

これらの活動の結果として、より健全な経営基盤を確立し、企業価値の向上を図る。

SSCMの定義 （イースクエア）

使用・再資源化にいたるまでの管理・監視

資源採掘資源採掘 原材料加工原材料加工 製造・組立製造・組立 物流物流
販売

マーケティング

サービス

販売
マーケティング

サービス

使用・消費
（メンテ含む）

使用・消費
（メンテ含む）

再資源化
廃棄

再資源化
廃棄

SSCMは網羅的CSRリスクマネジメントの基本であると同時に、

SRI(社会的責任投資）評価機関で現在重視され始めている。
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“C2C: Cradle to Cradle” ゆりかごからゆりかごへ

ゆりかごからゆりかごまで（C2C)デザイン （資源循環戦略）

製　品
自然界に流出しても害を与
えない生分解性・コンポス

タブルな素材を追求する

半永久的にサービス提供を行う

マテリアル

使っているうちに消耗する

マテリアル

テクニカルサイクルにより
マテリアルが外部に流出
しないようなクローズド・

サイクルの仕組みを考える

原料として
再使用・再生利用

自然素材など再
利用可能な素材

Product
of

Service

Product
of

Consumption

テクニカルサイクルバイオサイクル

製　品
自然界に流出しても害を与
えない生分解性・コンポス

タブルな素材を追求する

半永久的にサービス提供を行う

マテリアル

使っているうちに消耗する

マテリアル

テクニカルサイクルにより
マテリアルが外部に流出
しないようなクローズド・

サイクルの仕組みを考える

原料として
再使用・再生利用

自然素材など再
利用可能な素材

Product
of

Service

Product
of

Consumption

テクニカルサイクルバイオサイクル

提唱者： マイケル・ブラウンガート／ビル・マックドノウ
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“Intelligent Materials Pooling” インテリジェント・マテリアルズ・プーリング

Intelligent Materials Pooling(IMP)
ある高付加価値素材をめぐり、その素材を扱う複数の企業が協働し（企業コミュニティをつくる）、素材の設計基準から循環の仕組
みの構築にいたるまで共同作業として取り組むことを、ドイツの化学者、マイケル・ブラウンガート氏の提唱により、「インテリジェン
ト・マテリアルズ・プーリング」と呼び、米国では、既に試験的な取り組みが始まっている。

将来社会において、そして特にエネルギー・鉱物資源に乏しい日本において、マテリアル・スチュワードシップの考え方およびイン
テリジェント・マテリアルズ・プーリングのような仕組みは、避けて通れない社会動向となり、その流れにおける自社のビジネスモデ
ルの点検と革新が必要になると思われる。

. Agree on priority materials and chemicals that we do not want.

hy do we want to eliminate particular materials and chemicals that may be toxic, persistent, and/or bioaccumulative?

customer  demand

legal requirements

high costs of management and disposal

liability concerns/risk reduction

corporate image

desire for good corporate citizenship

. Agree on materials and chemicals that we do want  

. Continually look for synergies where different organizations can work together for mutual advantage in pooling

IMP実施のステップ（米国SOLより）
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