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1. 持続可能性原則・指標の意義
持続可能な開発が議論されるようになるにつ

れ、さまざまな形での原則や指標が策定され、

経済活動の新しい方向づけのツールとして活用

され始めている。今回は、鉱業にとどまらず一

般的に使われる持続可能性原則・指標のいくつ

かを紹介したい。

持続可能性原則・指標には、大きくわけて

「環境関連原則・指標」、「社会・倫理関連原

則・指標」、そして「統合的持続可能性原則・

指標」が存在する。従うべき「原則」や、実際

のパフォーマンスをどの側面で測定し進捗を図

るかという「指標」の両方を紹介する。

これらの原則については、開発過程にあるも

の、また特定の産業には不向きで妥当な形への

研究が求められるものなどあるが、それぞれの

原則や指標が対象とするファクターや評価手法

に関してその方向性や特性は広く応用される可

能性を持っていることに注目願いたい。また、

これらの指標等は常に見直され進化・発展して

いるので関係するウエブサイトにアクセスされ

確認されることをお勧めする。

2. 環境関連原則・指標
（1）環境パフォーマンス指標

日本の環境省は、2000 年に事業者による環境

への負荷やその対策の成果（環境パフォーマン

ス）を的確に把握し、評価するための「環境パ

フォーマンス指標」を企業との共同作業を経て

策定し、2002 年にその改定版を発行した。共通

コア指標と業種別コア指標が合計で 80 項目あ

り、指標の全体像は下記のとおりである。

（インプット：投入項目）

① 総エネルギー投入量

② 総物質投入量

③ 水資源投入量

（アウトプット：排出項目）

④ 温室効果ガス排出量

⑤ 化学物質排出量・移動量

⑥ 総製品生産量又は総製品販売量

⑦ 廃棄物等総排出量

⑧ 廃棄物最終処分量

⑨ 総排水量

環境省は、上記の９つのコア指標に関して、

「持続可能な社会の構築に向けた事業活動と環

境負荷の関係からすべての事業者において把握

することが重要と考えられる指標」だと位置づ

けており、マテリアル・バランスのインプット

とアウトプットの主要な側面を含んでいる。

このような環境パフォーマンス指標の推移を

正しくとらえることは、当然的確な環境マネジ

メントを行う基礎となるが、国際社会における

ステークホルダーからも総体的な環境負荷はそ

の企業の評価の重要な側面となっている。例え

ば、機関投資家等のために企業の持続可能性評

価を行うスイスの SAM 社（サステナブル・ア

セット・マネジメント社）は、調査対象とする

企業の環境側面を評価するにあたって、上記と

類似する環境指標において過去 3 年間の絶対量

の推移を重要な項目として位置づけており、パ

フォーマンスが悪化している企業は、結果とし

て同社がスクリーニングを行っているダウジョ

ーンズ社のサステナビリティ株式指標、ダウ・

ジョンズ・サステナビリティ・インデックス

（DJSI）から外されることもある。環境パフォ

ーマンスが、株式指標と連動している具体例で

ある。

環境庁：

http://www.env.go.jp/policy/report/h15-01/

SAM（Sustainable Asset Management）：

http://www.sam-group.com/htmld/main.cfm

Dow Jones Sustainability Indexes（DJSI）：

http://www.sustainability-indexes.com/

持続可能性原則と指標の開発
Mining & Sustainability（5）

金属資源開発調査企画グループ　調査役
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（2）環境効率（エコ・エフィシェンシー）

1992 年の国連環境開発会議（「リオサミット」）

前後に設立された多国籍企業の団体、WBCSD

（World Business Council for Sustainable

Development ＝持続可能な開発に関する世界経

済人会議）は、「より大きな価値をより小さな

環境負荷で」創出するという「環境効率/エ

コ・エフィシエンシー」という考え方を打ち出

した。これが、産業界の環境への基本原則とな

り、どれほど環境効率を高めたかという意味で

のパフォーマンス指標として大きな効力を発揮

してきた。WBCSD の定義で、環境効率（エ

コ・エフィシエンシー）とは、企業に対して次

の７つの項目における取り組みを意味する：

① 商品・サービスの物質集約度（物質投入

量）を下げる

② 商品・サービスのエネルギー集約度（エ

ネルギー投入量）を下げる

③ 有害物質の排出を下げる

④ 材料のリサイクル性を高める

⑤ 再生可能な資源の持続可能な利用の最大

化を図る

⑥ 商品寿命を伸ばす

⑦ 商品・サービスが提供サービスを増幅さ

せる（サービス集約を高める）

環境効率では、基本的発想とした、次のよう

なアプローチがとられる：

環境負荷には、材料面、エネルギー面の付加

項目をそれぞれ分けてとらえるアプローチが一

般的である。つまり、材料の環境効率、エネル

ギーの環境効率の向上を図り、指標としてそれ

ぞれの推移を診る。

http://www.wbcsd.ch/

また、環境効率については、我が国経済産業省

も産業界における取り組みの促進に努めている。

http://meti.go.jp/policy/eco_Business

（3）ファクター 10

環境効率の考え方を具体的な指標としてとら

えているのが、「ファクター」のコンセプトで

ある。ファクターとは、商品やサービスの効率

が、あるベースラインと比較して何倍の効率に

達しているかを示す指標である（例えば 2 倍だ

と「ファクター２」）。この考え方は、ドイツの

ヴッパタール研究所の前所長であるエルンス

ト・ U ・ヴォン・ウェスツェッカー氏と、米国

のロッキーマウンテン研究所の所長であるエモ

リー・ロビンス氏が、『ファクター４：　豊か

さを２倍に、資源消費を半分に』と題して出版

した本のなかで紹介し（邦訳は省エネルギーセ

ンターより発行）、日本企業を中心として、世

界の多くの企業でいま、環境効率の指標として

用いられている。

両氏は、4 倍の環境効率が必要だとして、「フ

ァクター４」を訴えたが、後には同じウッパタ

ール研究所の研究員だったフリードリッヒ・シ

ュミット・ブレーク氏他は、「4 倍では不十分」

だとして、広く「ファクター 10」、つまり現在

と比較して 10 倍の環境効率を目標とすべきだ

と、「ファクター 10 研究所」を設け、グローバ

ルに「ファクター 10 クラブ」を展開している。

ヴッパタール研究所：

http://www.wupperinst.org

ファクター 10 研究所：

http://www.factor10.de

（4）エコロジカル・フットプリント

「エコロジカル・フットプリント」は、国際

的に注目され、世界最大の環境保護団体である

WWF（世界自然保護基金）も積極的に活用し

ている環境指標である。1993 年に、マティス・

ワッカナーゲル氏とウィリアム・リース氏の二

人によって提唱されたエコロジカル・フットプ

リントは、ある人間の集団（国家など）が、そ

の社会活動・生活を支えるために必要とする土

地と水の面積を計測し、「ヘクタール」という

単位で示すアプローチである。

現在、このエコロジカル・フットプリントの推

進を進めている非営利組織、「グローバル・フッ

トプリント・ネットワーク」は下記の図のとおり、

人間活動による需要が既に 1980 年代半ばに地球

の再生可能な供給量を上回り、現在は、約 20 ％

のオーバーシュート（需要が供給を上回っている

状態）が起きているという。この状態がそれでも

続けられているのは、地下資源という蓄えを食い

環境効率　＝ 商品・サービスの価値（経済価値）
環境効率　＝　――――――――――――――――――

環境負荷
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つぶしているからであり、2050 年までに需要を

再生可能な供給能力以内に収めない限り、地球の

生態系は大きな危機に直面するとしている。

2001 年時点で、地球人口一人あたり平均で使　

用可能な地球の面積（再生可能な資源を生成す

る生物圏）は、1.8 ヘクタールだったが、当時

で既に一人あたり平均 2.2 ヘクタール分の消費

をしていたという。日本人のライフスタイルを

支えるには、一人あたり約 5 ヘクタールが必要

だとしているが、日本国の実際の面積はその約

7 分の一の面積しかないという。輸入に頼って

いる現代日本のライフスタイルを表している数

字である。

この手法の計算方法には各国の正式な資源統

計情報が用いられているようだが、その妥当性

はともかくとして、非常にわかりやすい見方で

あることから、エコロジカル・フットプリント

は、世界的に広く支持されている環境負荷の捉

え方となりつつある。WWF（世界自然保護基

金）は世界各国のフットプリントを計測し、

2004 年に「リビング・プラネット・レポート」

で公表しているほか、グローバル・フットプリ

ント・ネットワークでは、この手法を用いて環

境の持続可能性についての取り組みの加速を促

したいとしている。

http://www.footprintnetwork.org

（5）エコロジカル・リュックサック

「エコロジカル・リュックサック」は、ドイツ

の環境シンクタンク、ヴッパタール研究所で開

発された環境負荷指標。あるモノやサービスを

つくるにあたって、そのライフサイクルを通じ

て必要とされる資源とエネルギーの総量を重さ

で示す指標である。さまざまな試算があるが、

例えば一つの事例として用いられるのは、金の

指輪のエコロジカル・リュックサックである。

重さ 5g の金の指輪は、その約 40 万倍の重さの

リュックサックを背負っているという。つまり、

ライフサイクルを通じて、約 2t の廃棄物が排出

されるというのである。

エコロジカル・リュックサックは、それぞれ

の鉱物資源毎にも計算できる指標である。例え

ば 1kg の銅や銀などを素材の完成品にするまで

に、どれほどの資源が移動し、廃棄排出される

かの総量を割り出し、その総量がエコロジカ

ル・リュックサックの数値となる。この指標も、

エコロジカル・フットプリントと同様、非常に

わかりやすく、コミュニケーションしやすいア

プローチとして考えられている。

ヴッパタール研究所によると、主な金属のリ

ュックサック（隠れた物質フローの総量）は、

次のとおりである（１キロにつき）：

アルミニウム： 5kg 鉄： 14kg 鉛： 19kg

亜鉛： 27kg 銅： 420kg 銀： 7,500kg

金： 350,000kg

http://www.wupperinst.org

3. 社会関連原則・指標
（1）世界人権宣言

持続可能な開発の社会側面に関して、最も広

く知られ、基本的な原則となっているのは、

1948 年に国連で採択された「世界人権宣言」で

あろう。この世界人権宣言を基礎とし、ILO

（国際労働機関）の労働に関する原則（原則につ

いては、外務省のＨＰに日本語での全文が紹介

されているのでここでは割愛する。）や、企業が

守るべき人権に関する考えが進展している。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/udhr/

1b_001.html

（2）ILO原則
第一次世界大戦（1918 年終戦）後に設立され

た国際労働機関（ILO）では、1930 年から現在

までの間に、労働者を守ることを目的にさまざ

グローバル・オーバーシュート：
私たちの生活は既に地球の容量を
超えているという。
www.footprintnetwork.org
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まな条約や勧告を順次策定してきた。そのなか

の基本的な８条約は次の側面をテーマとしてい

る（策定の時系列の順に記す）：

① 強制労働条約

② 結社の自由および団体権保護条約

③ 団結権および団体交渉権条約

④ 同一報酬条約

⑤ 強制労働廃止条約

⑥ 差別待遇（雇用および職業）条約

⑦ 最低年齢条約

⑧ 最悪の形態の児童労働条約

日本企業にとっては、このような労働問題に

遭遇することが少ないことから、世界人権宣言

や ILO の 8 条約の重要性に関する認知度は比較

的低いが、世界全体では、現在も数億人の子供

たちは働いているほか、強制労働、差別待遇、

劣悪な労働条件と最低賃金を下回る報酬は恒常

的な課題となっている。特に、発展途上国との

関係が深い鉱業業界にとって、世界人権宣言と

ILO の 8 条約に盛り込まれている原則を企業活

動の原点の一つとする必要性があろう。

http://www.ilo.org/public/japanese/region/

asro/tokyo

4. 統合的持続可能性原則・指標
最後に、環境側面と社会側面と統合的にとら

えているいわゆる持続可能性原則・指標や、

CSR 原則・指標を複数紹介する。その下記にて、

より詳しく紹介する鉱業特有の原則・指標は、

それぞれこの統合的アプローチをとっているた

め、ここでは一般的な原則・指標の概要のみを

紹介する。詳しくは文末に掲載のウエブサイト

アドレスにアクセスし確認願いたい。

（1）トリプル・ボトムライン（Triple Bottom Line）

「トリプル・ボトムライン」は、英国の持続

可能な企業経営に関するシンクタンク・コンサ

ルティング会社、サステナビリティ社の創業者、

ジョン・エルキントンが提唱した考え方。「ボ

トム・ライン」とは、通常企業の決算の結果を

意味しているが、ここでいう「トリプル・ボト

ムライン」とは、「経済」「環境」「社会」の 3

側面において、企業がその活動結果を管理し、

公表すべきであるという考え方。

トリプル・ボトムライン自体は、基本原則の

ようなものであり、その後のほとんどすべての

統合的な持続可能性原則・指標は、この考え方

に基づいている。

http://www.sustainability.com

（2）グローバル・コンパクト（Global Compact）

国連のコフィ・アナン事務総長は、1999 年 1

月、スイスのダボスで毎年開催される「世界経

済フォーラム」で、企業に９つの原則、「グロ

ーバル・コンパクト」を守るよう呼びかけ、広

い支持を得た。2000 年 7 月には、「グローバ

ル・コンパクト」が正式に始動し、多国籍企業

の署名が進んだ。2004 年には、さらに一つの追

加項目を加え、グローバル・コンパクトは、現

在、「人権」「労働」「環境」「賄賂防止」の 4 側

面における 10 の原則を提示している。

2005 年 3 月時点では、1,000 社を超える多国

籍企業がグローバル・コンパクトに署名し、10

の活動項目の遵守を表明している。多くの企業

は、持続可能性/CSR 報告書のなかで、グロー

バル・コンパクトへの署名に関する記載を含

み、一部の企業では、自社のパフォーマンスデ

ータをグローバル・コンパクトの 10 側面と照

らし合わせる形で紹介している。

http://www.unglobalcompact.org

（3）赤道原則（Equator Principles）

銀行など金融各社が、大規模なプロジェク

ト・ファイナンスを実施するときに用いられる

持続可能性原則。5,000 万 USドルを超えるプロ

ジェクト・ファイナンス案件の環境的、社会的

リスクを評価し、持続可能性の視点から正しい

融資判断を下すため、2002 年、ロンドンで行わ

れた銀行業界の国際シンポジウムにてドラフト

がつくられ、2005 年 3 月現在では、日本のみず

ほ銀行を含む世界 29 の金融機関が署名してい

る。なお、詳しくは、本シリーズ（４）にて紹

介したので参考にされたい。

http://www.equator-principles.com/

（4）サリバン原則（Global Sullivan Principles）

米国の黒人牧師で、後に自動車メーカ GM 社

の役員となったレオン・サリバン氏が、企業が

南アフリカで操業するにあたって守るべき原則
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として策定されたのが、「サリバン原則」。1997

年には、よりグローバルな視点から「グローバ

ル・サリバン原則」として改められている。人

権保護や差別の排除などといった社会側面が中

心となっているが、環境を保護する責任も盛り

込まれている。

http://www.thesullivanfoundation.org/gsp/

default.asp

（5）サステナビリティ・ダッシュボード

（Dashboard of Sustainability）

カナダの持続可能性研究所、iisd は各国の持

続可能性指標の三側面、「経済」「社会」「環境」

を評価し、持続可能性のダッシュボードとして

ビジュアルに表現している。トリプル・ボトム

ラインの各側面を個別に評価し、それぞれの構

成要素を深緑（優れたパフォーマンス）から深

い赤（危機的なパフォーマンス）までの色で評

価し、表現している。

このダッシュボードは、2002 年に南アフリ

カで開催された「持続可能な開発に関する世

界首脳会議」（ヨハネスブルグサミットについ

ては、本シリーズ（3）参照）でも紹介され、

現在はフリーソフトウェアとして、「持続可能

な開発に関する決断を下す意思決定者」の支

援ツールとして提供されているという。また、

新しいバージョンでは、以下ご紹介する国連

のミレニアム目標との連動を図っており、今

後、国際的な持続可能性指標として注目され

る可能性が高いと思われる。

http://www.iisd.org/cgsdi

国連のミレニアム開発目標（MDG）
2000 年 9 月、国連によって表現された 21

世紀の社会開発における 8 つの目標。達成

のため各国の行動が求められているほか、

2005 年に G7 の議長国となっている英国は、

ミレニアム開発目標への行動を G7/G8 の主

要テーマの一つに据えている。大手企業の

主体的な関わりも要求されつつある。

8 つのミレニアム開発目標：
1. 貧困と飢餓の撲滅

2. 全ての子供に一次教育の提供

3. 性の平等を進め、女性に権限を与える

4. 小児死亡率を低下させる

5. 産婦の健康促進

6. HIV/AIDS、マラリア等の病気への対策

7. 環境的な持続可能性の確保

8. 開発のためのグローバル・パートナーシ

ップの確立・推進

注：それぞれにおいて、具体的な目標設定

と行動計画がある。

詳しくは：www.developmentgoals.org を

参照

（6）GPI（Genuine Progress Indicator）

米国のシンクタンク、リデファイニング・プ

ログレスが開発した国家経済の統合指標、GPI

（真の進歩指標）。GDP（国内総生産）は、経済

の量的側面を測っているのみだとして、GPI で

は、環境破壊のコストや犯罪によるコストなど

を GDP から差し引く一方、普段貨幣価値がな

いとされる家事などを加算し、経済、社会、環

境側面のバランスがとれた指標として打ち出し

ている。計算結果として、GDP は成長を続けて

いるものの、日本を含む多くの先進国では、

1980 年代に GPI の数値は横ばいもしくは減少

傾向に転じている。

http://www.redefiningprogress.org

5. トピックス
2005 年 10 月 7 日の日本経済新聞によれば、

SONY が『CSR 調達』を実施すると報じてい

る。同社は調達先に『企業の社会的責任』

（CSR）を求める基準を IBM、マイクロソフト

などと共通化する。これは、従来の環境に配慮

した『グリーン調達』をさらに進め、CSR の

観点にたち、問題が発生した場合不買運動など

に発展するリスクが高まっており、国際的な法

令や安全基準などの遵守を通じ CSR の強化を

図るものとして注目される。

記事によれば、同社の定めた CSR 調達で定

めた項目の中には、上記社会関連原則で述べた

ような、児童労働を用いない、非人道的な扱い

をしない、労働時間の法令を緊急時を除き遵守

など多く項目を設け、それらが守られていない

企業、工場からの調達を行わないとあり、企業

が自主的に定めたものである。

CSR 調達に関しては、既に NEC や東芝でも

既に取り組まれており、遵守項目は今回ご紹介
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したグローバルな原則や指標そのものをどの程

度参考したものかは不明であるが、企業におけ

る検討の際に何らかの参考指標になっていると

思われる。

（2005.10.11）
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