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1調査の背景及び目的

• 持続可能な開発の概念の普及・浸透

• 企業に求められる『企業の社会的責任（ＣＳＲ）』
の実践（メガトレンド）

• 『経済』『社会』『環境』：トリプルボトムラインでの
取り組み⇒企業価値の評価へ

• 企業経営の方向性を検討する上で鉱業での重
要な視点



2調査の内容

1. 持続可能な開発に係る世界の動向及び鉱業
分野の状況

2. 鉱業の主要ステークホルダー（政府・業界・市
民）の取り組み

3. 持続可能な開発への取り組みに係る原則・指
標づくりの進展

4. 鉱業分野における企業の先進的取り組み



3講演の概要（調査報告書の概要）

1. 第１章：持続可能な開発が非鉄金属業界に与えるインパクト

2. 第２章：鉱業の持続可能な開発に向けた国際的な取り組み

3. 第３章：持続可能性原則と指標の開発

4. 第４章：ＣＳＲリスク：社会的責任からみた課題とリスク事例

5. 第５章：ベストプラクティス：鉱業の持続可能な開発に向けた
グローバル企業の先進的な取り組み事例

6. 第６章：ビジネスモデルの変容：『循環型』が意味する革新と
新成長領域
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第1章：持続可能な開発が非鉄金属業界に与えるインパクト1

「持続可能な開発」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： 「ブルットラント委員会」）
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
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第1章：持続可能な開発が非鉄金属業界に与えるインパクト2

持続可能な開発の概念は、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。
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第1章：持続可能な開発が非鉄金属業界に与えるインパクト3

企業経営を動かす原動力

持続可能な開発が国際社会や企業経営の重要テーマとなった背景：

①グローバル経済の進展

②資源制約の変化

③生態系の変化

企業はグローバルなサプライチェーンを持ち、その第一線にいたるまでの責任
が問われるようになった。新たな消費社会と物質消費の拡大によって資源の
需給バランスが大きく変化し、不確実性が増している。そして、地球温暖化や
生態系における化学物質の蓄積が世界的な話題となってきた。このような要因
は、社会の仕組みや評価基準の変化を通して、企業経営のあり方に影響を与
えている。
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第1章：持続可能な開発が非鉄金属業界に与えるインパクト4

第一に、グローバル条約や国内法
規制が進化している。次に、市民
社会の要求、特にグローバルに活
動する非営利団体の要求が強まっ
ている。三つめとして、金融業界の
企業評価、融資基準、リスク査定
の評価が変わり、「社会的責任投
資」（Socially Responsible 
Investing: SRI)が、特に長期投資

を行う機関投資家の間で、重要な
キーワードとなっている。

これらの要因が総じて、企業に新し
い価値創造のあり方を求めている。

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
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第1章：持続可能な開発が非鉄金属業界に与えるインパクト5

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、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％を占める役15億
9000万人にまで増えると指摘。

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議論
や社会の仕組みの進化が進むことがほぼ確実であることを意味するであろ
う。

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。
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第1章：持続可能な開発が非鉄金属業界に与えるインパクト6

（単位：万人）ニューコンシューマーの数と分布

 

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

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

出典： Norman Myers, Jennifer Kent: “The New Consumers,” Island Press, 2004 
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第1章：持続可能な開発が非鉄金属業界に与えるインパクト7

鉱業における社会的責任への取り組み

持続可能な発展によるインパクト、その背景にある人口の増加とグローバル
における物質消費の拡大は、企業各社、そして特に鉱業・マテリアル開発に
携わる企業にとって、「競争力の再点検」を要求するものであるといえる。財
務的責任に加え、環境的、社会的責任が問われ、そして、鉱業業界にとって
は、採掘現場のコミュニティや生物多様性の保全などもクローズアップされて
いる。このような認識を背景に、鉱業業界においてはさまざまな取り組みが進
展し、その全体像を本報告書にて紹介する。2000年から2002年、大手鉱業
各社の参加によって行われた調査研究プロジェクトMining and Metals 
Sustainable Development Project (MMSD)では、４つのテーマを柱に鉱業のた
めのガイドライン作りを提唱し、これら４つは鉱業にとっての「社会的責任」の
基礎を示しているといえる：

■経済分野 ■社会分野 ■環境分野 ■行政分野

それぞれにおける適切かつ能動的な行動が求められ、それにより初めて企
業も持続できる未来に適応した競争力が確立できる。（日本は不参加）
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第2章：鉱業における持続可能な発展に向けた国際的な取り組み1

さまざまな協働の始まり

鉱業分野をめぐる持続可能な発展に関する国際的な議論に応
えるために、さまざまな取り組みが進められてきた。大きく分け
て、

①『国際機関の取り組み』

②『政府関係機関の取り組み』

③『産業界による取り組み』

の三つに分類することができる。

ここでは、国際機関および政府機関の取り組みおける主要な
流れと、企業の取り組みにおいて、現時点で最も影響力ある取
り組みを紹介。
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第2章：鉱業における持続可能な発展に向けた国際的な取り組み2

国際機関・政府機関の取り組み： ヨハネスブルグサ
ミットから生まれた『グローバルダイアログ』

1992年の「国連環境開発会議」の次なる「地球サミット」は、
2002年、南アフリカのヨハネスブルグで開催された「持続
可能な開発に関する世界首脳会議」（通称： 「ヨハネスブ
ルグ・サミット」）となった。ここでは、主要業界の持続可能
な発展に向けたコミットメントもより詳しく取り上げられる、
サミットで採択された行動計画の第46パラグラフに、鉱業
の責任に関する記載が盛り込まれた。

ヨハネスブルグサミットを受けて、カナダが南アと共同して
イニシアチブをとる形で、各国政府に鉱業の持続可能な
発展に関する『グローバルダイアログ』への呼びかけが始
まった。鉱業に深く関わる国々が広い視点から鉱業の持
続可能な営み方について話し合う場としての提唱であっ
た。

この組織は、2005年2月28日に、26カ国の公式参加表明
を得て正式に動き出した。
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第2章：持続可能な開発が非鉄金属業界に与えるインパクト3

企業・業界の取り組み： ICMM（国際金属・鉱業評議会）

鉱業業界も、自主的にさまざまな取り組みを進めてきた。スイスに本部を置く
WBCSD（持続可能な開発に関する世界経済人会議）に加盟する主要鉱山
会社9社のCEO（経営最高責任者）たちのイニシアチブにより、1998年に、
GMI＝グローバル・マイニング・イニシアチブが誕生した。このイニシアチブ
の一つの成果として鉱業と持続可能な発展に関する調査報告書、MMSD
（Mining and Metals Sustainable Development Project）が取りまとめられた。

また、1991年より活動していた国際金属環境評議会（ICME)は、2001年に
その活動範囲を広げ、国際金属・鉱業評議会（ICMM)として生まれ変わり、
より積極的な原則・指標づくりに取り組んでいる。ICMMが定めている10項
目から成る「ICMM原則」は業界の基準となりつつあるといっても過言ではな
い。ICMMには、主要なグローバル鉱業各社と、日本からも業界大手数社、
合計約16社が加盟している。
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第1章：持続可能な開発が非鉄金属業界に与えるインパクト4
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第3章： 持続可能性原則と指標の開発： その目的と効果1

持続可能性原則・指標づくりが加速

企業として、持続可能な発展の課題に応えるために、どのよう
な「原則」を持って経営を営み、またどのような「指標」を持って
その取り組みの進捗やパフォーマンスを図ればよいかという模
索のプロセスが1990年代に始まった。「原則」と「指標」が別々

に開発されたり、もしくは連動する形で開発される場合もある。
報告書では、鉱業に関わらず一般的に用いられている主な「原
則」と「指標」を取り上げ、加えて鉱業に限定した６つの原則・指
標を紹介。
一般的な原則・指標には、「環境関連原則・指標」、「社会・倫理
関連原則・指標」、そして経済、環境、社会を包括した「統合的
原則・指標」がある。
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第3章： 持続可能性原則と指標の開発： その目的と効果2

GPI（Genuine Progress Indicator＝真の進歩指標）

サステナビリティ・ダッシュボード

サリバン原則

赤道原則

グローバルコンパクト

トリプルボトムライン

統合的持続可能性原則・指標

ILO原則

世界人権宣言
社会・倫理関連原則・指標

エコロジカル・リュックサック

エコロジカル・フットプリント

ファクター10
環境効率（エコ・エフィシエンシー）

環境パフォーマンス指標

環境関連原則・指標

紹介している一般的な指標
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第3章： 持続可能性原則と指標の開発：その目的と効果3

鉱業の６つの指標

MMI： Minerals and Metals Indicators
鉱物・金属業界のための指標
（カナダ）

NRCAN 

Aboriginal Communities: A Checklist of Sustainability Indicators
先住民コミュニティ： 持続可能性指標のチェックリスト
（カナダ）

NRTEE 

Sustainable Development Indicators for the EU Non-Energy
Extractive Industry
非エネルギー採掘産業のための持続可能性指標
（欧州連合）

EU 

GRI鉱山・金属業補足文書
（企業の持続可能性（CSR）報告書が対象）
（グローバル）

GRI 

Seven Questions to Sustainability
持続可能性に関する７つの問い
（北米・グローバル）

MMSD北米

持続可能な開発のための枠組み： ＩＣＭＭ基本原則
（グローバル）

ICMM

タイトル及びカバーする範囲主宰者
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第3章： 持続可能性原則と指標の開発：その目的と効果4

ICMM原則とGRIの報告ガイドライン

多数の原則・指標が存在し、常にその進展を見守るのみならず、策定の過
程に積極的に参加することこそ、影響力を駆使、またブランド力を高めるポイ
ントであると考える。有意義な原則・指標が多数存在するなか、あえて重要
視すべきと思われる2つのアプローチを紹介。

国際金属・鉱業評議会（ICMM)が、2003年5月に策定した10項目による
ICMM原則は、既に日本語を含む5ヶ国語に翻訳され、今後は、原則として

のみならず、パフォーマンス指標としての活用も視野に入っている。

もう一つ、企業の持続可能性／CSR報告のガイドラインを発行し、事実上の
グローバル・スタンダードとなったGRI＝グローバル・リポーティング・イニシ
アチブ。2005年には、GRIにより鉱業の持続可能性報告のための『鉱山・金
属業補足文書』が発行され、そして2005年1月の世界経済フォーラム（通称：
「ダボス会議」）では、ICMMに加盟する16社が、2年以内にGRIの鉱業のた

めのガイドラインに従って報告を開始すると表明。
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第3章：鉱業における持続可能な発展に向けた国際的な取り組み5

利害関係者との効果的かつ透明性のある関わり、コミュニケーション、第三者認証による報
告の実施

10

事業を営む地域の社会、経済、制度の発展への貢献9

責任ある製品設計、使用、再利用、リサイクル、廃棄の奨励、推進8

生物多様性の保護と土地利用計画へ向けた統合的取り組みへの貢献7

環境パフォーマンスの継続的改善の推進6

労働安全衛生パフォーマンスの継続的改善の推進5

根拠のあるデータと健全な科学的手法に基づくリスク管理戦略の導入、実行4

従業員や事業活動の影響を受ける人々との関わりにおいて、基本的人権を守り、文化、習慣、
価値観を尊重すること

3

企業の意思決定過程における「持続可能な開発」の重視2

倫理的企業活動と健全な企業統治の実践、維持1

ICMMの10原則
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第3章：鉱業における持続可能な発展に向けた国際的な取り組み6

社

会

環

境

経

済

職業性病気（確認）の新しい症例の数、予防に関するプログラムに関する
記述

安全衛生

従業員、コミュニティ、もしくは環境に影響を及ぼす緊急事態を特定し、こ
れに備え、対応するためのアプローチなどに関する記述

緊急時に対する準備

地元コミュニティの土地や慣習上の権利（先住民の権利を含む）を特定す
るプロセスと、紛争解決に使われる苦情処理システムについての記述

土地の権利

閉鎖計画に関する情報など事業場閉鎖

再定住に関する方針と活動についての記述再定住

事故や事故の処理システム、苦情の処理システムに関する情報地域社会（コミュニティ）

表土、ずり、尾鉱、スラッジもしくは残渣に関するアプローチに関する記述
採掘・鉱物加工から生じる大量の
廃棄物

環境効率やリサイクル率、原材料のリサイクル可能性の評価に関する方
針

原材料に対するスチュワードシップ

二次資源（リサイクル資源）から製造された製品の全体に占める割合原材料に関して

特に土地利用、土地の回復作業の情況について生物多様性

事業によって付加された価値（国別）付加価値

地元経済への貢献あるいは影響が特に重大で利害関係者の関心対象
である事業地の特定と、その貢献の度合いに方針の概説

収入の補足、経営、分配

GRIの鉱山・金属業のための「補足文書」の主要点
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第4章：CSRリスク：社会的責任の視点からみた課題とリスク事例1

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。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

国際条約および法体系が進化していることによるリスク。

⇒自社としとの早期対応が課題。

■社会リスク

特に、非営利団体による指摘・抗議行動によるリスク。

⇒積極的なコミュニケーションが必要。

■顧客リスク

特にＢ２Ｂのと取引において、取引先から除外されることによるリスク。

⇒自社取組の深化と、取引先とのコミュニケーションがキー。

■投資家リスク

将来的なリスクを含む企業として査定・評価されることによるリスク。

⇒特に、長期的な投資を行う機関投資家とのコミュニケーションが重要。
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第4章：CSRリスク：社会的責任の視点からみた課題とリスク事例2

事業の戦略的デザイン

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

出典： エツィオ・マンツィーニ（ミラノ工科大学）
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第4章：CSRリスク：社会的責任の視点からみた課題とリスク事例3

リスク： 市民団体との「係わり合い」

潜在的なリスク要因を理解するには、特に鉱業に対して厳しい見方をしている市民団
体・非営利団体の情報を注意見守り、動向を把握することが望ましいと思われる。イ
ンターネットでは、右記のとおり、様々な市民団体が鉱業のあり方に対して、抗議行
動を起こし、キャンペーンを展開している。テーマは、例えば、「コミュニティを鉱業の
破壊的な影響から守る」であったり、または特定企業の行動に対して、具体的な指摘
や法的措置を促すか、支援するなどの行動である。

また、複数の市民団体が協働し、例えば鉱業における問題に関する報告書をとりまと
め、発行する場合もある。 2004年には、米国のEARTHWORKSおよび英国に本部
を置くOXFAMのアメリカ支部が協力して、“Dirty Metals”という「マイニング、コミュ
ニティと環境」についての報告書を発行した。このなかでは、詳しく金属・鉱業業界の
様々な環境問題、生物多様性への影響、コミュニティへの影響などを、多数のビジュ
アル要素を盛り込みつつ、紹介している。

このような市民団体を無視すること決して望ましい戦略とはいえない。むしろ、どのよ
うにしかるべき市民団体との積極的な協働を進めるかを本格的に検討すべきであろ
う。情報化が進展し、市民団体のグローバル化も進んでいる時代において、「係わり
合いこそ最善のリスク管理である」といえる。
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第4章： CSRリスク： 社会的責任の視点からみた課題とリスク事例4

Mines & Communities Links
www.minesandcommunities.org Dirty Metals – Mining, Communities and the 

Environment
EARTHWORKS, Oxfam America, 2004
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第5章： ベスト・プラクティス：鉱業における持続可能な発展に向
けたグローバル企業の先進的取り組み事例1

企業のベスト・プラクティスを見習う

グローバルな鉱業各社は、持続可能な開発に関する世界的な潮流と、そのなかから
生まれた社会のより厳しい要求に応えるために、様々な先進的な取組を推進。

本調査報告書では、三つの視点から15以上の企業・団体の取組を詳しく紹介：

① 方針、計画、マネジメントシステム

② 環境保全への取組

③ 人権問題での取り組み、コミュニティとの共生など

以下に、WMC Resources社が、自社の取組の段階的向上の目安として示している
「持続可能な開発に向けた４つのフェイズ」の全体像を示している。徐々に、「財務」
「環境」「社会」というCSR（社会的責任）を果たすにおいて重視される三つの側面を統
合していく一種の「ロードマップ」（行程表）となっている。

鉱業のベストプラクティスの特徴の一つに、「生物多様性の保全」「コミュニティとの協
働」や「人権の積極的な尊重」が挙げられ、これらの点における高いパフォーマンスが
社会から要求されるといえる。
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第5章： ベスト・プラクティス：鉱業における持続可能な発展に向
けたグローバル企業の先進的取り組み事例2

WMC Resources社： 持続可能な開発に向けた4つのフェイズ

事業の環境・社会的側面を、利害関係者の持続的・長期的利益につながる成長の機会としてとらえる。

革新的なソリューションを通じて持続可能性の課題に取り組み、変化するコミュニティの期待に適切に対応する。

環境及び社会的側面の考慮が日々の事業活動や意思決定に完全に組み込まれている。

・

・

フェイズ4

トリプル・ボトムラインの考慮が企業経営から実務レベルにまで拡大している。

持続可能な開発に向けた戦略へのコミットメントと、持続可能性に関するパフォーマンスに関する継続的な情報開示。

企業の価値と行動規範に基づく意思決定。

統合的なリスクマネジメントに関するアプローチの導入。

環境負荷の最小化、廃棄物削減、参画と公開性に基づくコミュニティとのパートナーシップと信頼の向上に向けた、よ
り高い目標の設定。

・

・

・

・

フェイズ3

経営者が、単なる事業の付属物としてではなく、環境及び社会的側面をとらえるようになる。

トリプル・ボトムライン（経済・環境・社会的側面への責任）への移行。

コミュニティ、環境、安全衛生管理に関する体系的なアプローチの展開。・アプローチの中に方針、基準、実績評価が
組み込まれている。

外部への非財務面の報告を含むオープンで透明な文化の出現。

・

・

・

フェイズ2

財務及び技術的な側面が主要な取り組み事項となっている。

法律の遵守が管理の中心となっている。

上級経営者の主要な関心は、債務の最小化や、企業の評判を悪化させるような外的な圧力に対応することにある。

閉鎖的な文化が存在する。

・

・

・

フェイズ1

内容フェイズ
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第6章： ビジネスモデルの変容： 「循環型」が意味する革新と
新成長領域1

循環型社会に向けた「計画」と「ビジネスモデル変革」

資源制約がニューコンシューマーの台頭によりますます不透明かつ予測しに
くくなっていくなか、将来をどのように読むかが難しくなるといえる。そこでは、
ロイヤル・ダッチ・シェル石油が1970年代に採用し、石油ショックを「予見」し

たプランニング手法、「シナリオ・プランニング」が必要不可欠になると思われ
る。時代の不確実性を軸として、複数の異なる未来シナリオを策定し、それ
ぞれのシナリオにおける「戦略オプション」を予め考慮・社内検討することが、
将来に向けた経営基盤確立のために、必要不可欠であると考える。

また、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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第6章： ビジネスモデルの変容： 「循環型」が意味する革新と
新成長領域2

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
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第6章： ビジネスモデルの変容： 「循環型」が意味する革新と
新成長領域3

新しいビジネスモデルへの挑戦

循環型社会に向けた種々の取組が進化することにより、鉱業各社のビジネ
スモデルの革新も要求される。

鉱業業界において、国際的に現在キーワードとなりつつあるのは「マテリア
ル・スチュワードシップ」という考え方である。

この言葉は、マテリアルの扱いに対して、採掘・加工段階だけでなく、ライフ
サイクル全体を通して責任を持って取り組み、真の循環性を高めるための取
組の総称といえる。ICMM（国際金属・鉱業評議会）では、2004年より本格的

に「マテリアル・スチュワードシップ」に関する原則の策定に取り組んでいる。
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第6章： ビジネスモデルの変容： 「循環型」が意味する革新と
新成長領域4

また、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、既に試験的な取組が始まっている。

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。
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第6章： ビジネスモデルの変容： 「循環型」が意味する革新と
新成長領域4

■時代のキーワード■

Materials Stewardship

マテリアル・スチュワードシップ

Intelligent Materials Pooling

インテリジェント・マテリアルズ・プーリング

自社戦略にどう反映するか



32今日のポイント

・持続可能な開発の理念に基づく環境の変化に
対応した企業経営

・ＣＳＲの観点でのリスク認識と自主的、積極的対
応⇒ＣＳＲの観点での企業活動の実践

・新しいビジネスモデルへの挑戦

（報告書は金属資源情報センターから配布予定）
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