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永続する企業を目指して
─日本企業の伝統的強みに根ざした
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永続する企業を目指して
─日本企業の伝統的強みに根ざした

「サステナビリティ経営」

ボストン コンサルティング グループ（BCG）
世界をリードする経営コンサルティングファームとして、さま 
ざまな業種、マーケットにおいて、企業が競争優位を 
実現し、成功するための支援を行っている。1963年米国 
ボストンに創設以来、現在、世界38カ国に66事務所を 
設置。1966年に世界第2の拠点として東京に、2003年には 
名古屋に中部関西事務所を設立。
http://www.bcg.co.jp/

「サステナビリティ」（持続可能性）は、いまや世界の経
営者の最大の関心事の一つである。ボストン コンサル
ティング グループ（BCG）が米国MITスローン・マネジメ
ント・レビューと共同で行った調査では、回答した世界
の主要企業経営幹部の９割が、自社は既に何らかの形
でサステナビリティへの対応をしていると答えている1。さ
らに、金融危機後もサステナビリティへのコミットメント
を下げないと回答した企業が60％を占める。また、英エ
コノミスト誌の世界経営者1200人調査によれば、世界
の大企業経営者は現在2割の時間をサステナビリティの
検討に使い、5年後には約3割にまで増えると考えてい
る。そして、BRICsなど新興国の欧米企業現地法人トッ
プの約7割は、「サステナビリティに向けた努力は、現地
での長期的な成長にとって不可欠」と考えている。11

1 The Business of Sustainability: Imperatives, Advantages, 
and Actions 参照。
http://www.bcg.co.jp/publications/report/2009.aspx
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サステナビリティ経営は、日本の「お家芸」

実は、多くの日本の企業家にとっては、今世界が直
面しているサステナビリティの問題は目新しい課題で
はない。乏しい資源、頻発する自然災害、過密な人口、
入り組んだ利害関係、厳しい社会監視の目、革命と戦
争・・・これは日本の企業家が、過去数百年にわたり揉
まれ鍛えられてきた経営環境である。昨今新たに起きた
事態ではなく、常にそこにあった危機であり、制約条件
であった。その中で、自社がいかに持続的に存立し繁栄
し続けるか、が日本の企業家の伝統的な課題であった。
そこから、今でも立派に通じる経営原則の数々が生み出
され、経営を導いてきた。以下に一例をあげてみる。
◇「もったいない」、「始末」（限りある資源の効率的な

活用、質素倹約）
◇「売り手よし、買い手よし、世間よしの三方よし」「陰徳

を積む」（広範なステークホールダー（利害関係者）に
対する配慮と貢献）

◇「才覚」（創意工夫、イノベーション）
◇「日本永代蔵」、「商売は牛のよだれのごとく牛歩のごと

く一歩ずつ」（成長よりも、永続性を重視する経営）

創業200年を超える「超老舗企業」数は、日本で
3000社以上を数え、2位（ドイツ800社）以下に大差を
つけ圧倒的な世界一になっている。いわば、企業の長期
的持続可能性や環境との両立性を競うサステナビリティ
経営は、日本の「お家芸」といってもいい。先進的な環

境技術と同様に、日本のサステナビリティ経営力をもっ
と世界に広め、その水準を高めることは、日本企業のも
う一つの国際貢献でもあり、また責務とも言えよう。

　とはいえ、従来のサステナビリティ経営だけでは、今起
きつつある新しい状況を乗り越えられない。日本企業も
以下の４つの面で、サステナビリティ経営の革新が求め
られている。

1. �ビジネスを越え、国境を越え、自社を超えて、広く、
深く、重く

サステナビリティというと、すぐに環境問題を想起する
が、現在の問題領域は幅広い。たとえば、次のような問
題が含まれる。

a. グローバルな気象変動、温暖化ガス増大
b. 天然資源の浪費
c. 公害・環境汚染
d. 廃棄物の拡散、処理や廃棄の限界
e. 都市化、都市環境の急速な悪化
f. 人口大爆発とそれに伴う問題
g. 貧困・格差の拡大、安全・健康・栄養の悪化
h. 社会的・政治的な不安定化

いわゆる環境問題（a～d）だけではない。これまで政
府や国際機関などが担当してきた社会的・政治的問題
（e以下）が、企業への脅威になっている。逆に、そうした
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問題の解決に企業が積極的に取り組むことで、企業の
成長や価値創造につながりうる新たなビジネス機会とも
なってきている。

また、日本企業のグローバル展開に伴い、問題もグロー
バル化している。進出先・取引先の現地の環境・社会・
政治的な課題が、自社の経営に大きな影響を与える。開
発途上国などにサプライチェーンがまたがるときには、土
壌・水質・大気汚染などの環境規制をクリアするだけでな
く、不当労働行為、児童労働、劣悪な労働環境などが発
生しないように、行動基準を定め、現地オペレーターに遵
守させることがますます重要になっている。

さらに、サステナビリティは、企業活動のバリュー
チェーン全体に影響を与える。原材料・部品の調達から
始まり、製造、流通、販売、最後は消費・廃棄物処理に
至るまで、各段階でのサステナビリティに責任を持つこと
がますます求められている。これは、自社の努力だけで
は完結せず、取引先の同意と協力が不可欠なので、その
体制作りが最大の課題になる。また、行動基準を定める
だけでは不十分で、各段階での実情を定期的にモニター
したり、原材料や廃棄物をトレースしたりして、実際にそ
れが守られているか、チェックすることも必要である。

こうして見ると、経済面から環境・社会・政治の領域へ、
日本国内からグローバルへ、さらに自社だけではなく提携

先や取引先にまで、監視とコントロールを拡大し、今まで以
上に注意深く経営をしていかねばならない。サステナビリ
ティは、企業経営にとってプラスばかりでなく、それにとも
なう負担増やマネジメントの複雑化も懸念される。やるな
ら生半可ではなく、徹底的にやり抜く覚悟が求められる。

2. �「守り」から「攻め」へ（費用から投資へ）

従来のサステナビリティ経営の目的は、リスクを軽減
させる「守り」が主体であった。コンプライアンスを徹底
し、リスク・危機へ対応することで、課徴金などの制裁
措置やブランド毀損などの被害を軽減・回避し、企業イ
メージを守る。あるいは、社員、求職者、取引先、地元住
民などのステークホールダーに対して、良い企業イメージ
を訴求して、社員のモラル向上、優秀な人材の獲得、取
引先との関係深化、地元の支援・支持の強化などを図
る。こうした「守り」のサステナビリティ経営は、既に多く
の企業が取り組み、大部分は、広報費、環境対策費、地
元対策費などの「社会的費用」として認識されている。
ここまでは、企業間に大きな差はつかず、ましてや、企業
価値創造の源泉や収益源にはなりえない。

しかし、今後は「攻め」、すなわち直接的にマーケット
に対してインパクトを与える試みがますます重要になる
だろう。販売数量の増加、価格プレミアム、コスト削減な
どにつながり、競合企業に差をつけ、最終的には企業業
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績や株価など数字の面でも具体的な成果を出すことが
求められる。このための支出は、費用ではなく、将来の
収益を生み出すための投資になる。

スイスの社会責任投資会社SAMグループが、全世界
57業種の主要企業約2500社を対象に例年行なってい
るサステナビリティ評価は、経済、環境、社会の3分野
で企業毎のサステナビリティ活動に評点をつけている。
下の図は、SAM評価点の上位10％組、平均組、下位10％
組の３グループの平均業績を比較したものだが、サステ
ナビリティ活動をうまく行なっている企業群は、そうでな
い企業に比べて、押しなべて業績が高いことを示唆して 
いる。

図　SAMサステナビリティー企業評価�対�企業業績�
（2007年）

ROE
（株主資本利益率）

ROA
（総資産利益率）

株主リターン シャープレシオ
（リスク調整後の
リターン）
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ＳＡＭ評価リーダー企業群（上位10％）
ＳＡＭ評価平均企業群
ＳＡＭ評価下位企業群（下位10％）

出所：SAMグループ

具体的な「攻め」の方策には、「S（サステナビリティ）
プロダクト（製品開発）」、「Sマーケット（市場開拓）」、
「Sオペレーション（業務改革）」、「Sサプライチェーン 
 （SCM改革）」の４つがある。

Sプロダクト　サステナビリティを訴求する商品を開発・
販売し、低コスト、ニーズの充足、倫理的満足感を顧客に
提供し、それによって市場シェア増大か、高価格化を実
現する方法である。たとえば、いわゆる「エコ製品」「グ
リーン製品」の開発・販売。電力・水・洗剤節約型の洗濯
機、長寿命・節電型の電球、CO2排出量の少ないハイブ
リッド車など。いずれも、保有コストや環境負荷の低減を
アピールし、独自ブランドを創り、既存製品からより高い
価格での切り替えを実現している。単品だけでなく、製品
ライン全体を「グリーン化」して差別化し、シェアを上げ、
企業価値を高めている例も少なくない。留意点は、価格プ
レミアムを払ってくれるターゲット顧客をみきわめること、
また、それ以外の顧客層がより安価な非Sプロダクトに向
かうリスクを織り込んでもなお収益のとれるプランを策定
することである。

Sマーケット　サステナビリティに関連する新しい製品
市場、あるいは新しい地域市場に参入することで、売上
の成長を図る方法である。製品市場の例として、風力、
太陽光、太陽熱、バイオマスなどの再生可能エネルギー
分野や、糖やでんぷんなどの天然素材を原料として石化
製品を代替するバイオポリマー分野などがある。留意点
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は、助成金や規制、代替製品の価格や新技術の開発動
向により、事業環境や投資収益性が激変しかねないこ
と。また多くの企業が一斉参入して過当競争になるリス
クである。地域市場参入の例としては、開発途上国の低
所得者層を対象にした事業展開があげられる。途上国
の経済成長とグローバル化で、取り組み次第で新たな事
業機会ともなり、困窮から人々を救い出す社会貢献にも
なりうる。急増する中国の糖尿病患者を対象としたイン
スリンの研究と事業化に巨額の寄付や投資をする製薬
企業、途上国農村でのマイクロ・ファイナンス事業に出
資する銀行などがその好例である。留意点は、先進国・
高所得者層向けと異なる、新しいビジネスモデルの構築
が必要なことである2。

Sオペレーション　オペレーションの効率を高め、コスト
を低減し、収益を高める施策である。具体的には、省エ
ネ型事業運営、エコ型製品による資源効率・販売効率
の向上、使用済み製品のリサイクリングによるコスト低減
などだ。洗剤製品の濃度を3倍にし、容器サイズを小型

化し、製造、物流、販売在庫などで合計20％近い効率
化を図った例や、リース期限切れのオフィス事務機を引
き取り、リサイクリングすることで、年間約400億円のコス
ト低減を達成した例などがある。留意点は、新技術の導
入や、原材料や調達方法の変更など、一定の投資とコス
トが必要なので、投資対リスク・リターンを厳しく評価す
ることである。

Sサプライチェーン　自社のサプライチェーン全体をサス
テナブルなものへと見直すことである。具体的には、原
材料の環境インパクトを低減したり、サプライヤーや流
通業者に包装の簡素化、運送の効率化、省エネ運営を
求めたりすることで、サプライチェーン全体をより低コス
ト、かつ、より環境に適応したものにしていく。たとえば、
世界最大級の流通チェーンは、サプライチェーン全体の
包装量を５％削減する運動を展開しているが、その効果
は20万台のトラック相当分の燃料と排気ガスの削減、
年間3000億円のコスト削減になるという。留意点は、前
述のような社外の取引先も含めたサプライチェーン全体
の体制づくりや、継続的なモニター・検証による実行の
徹底などがあげられる。

3. �「陰徳」から「見える化」へ

これまで日本では、企業家の環境・社会・政治的な
分野への貢献は、「陰徳を積む」として、匿名で密かに
行なうのが徳のある行為と見なされてきた。それは確か

11

2 �途上国の低所得者市場向けビジネスモデル構築について詳しくは
以下の出版物をご覧ください。

　http://www.bcg.co.jp/impact_expertise/topics/globality.aspx
◇  ネクスト・ビリオン─世界最大の未開拓な消費者市場（展望 

Vol.166）
◇  ネクスト・ビリオンの実像─1万5千人の調査から／ケータイはネク

スト・ビリオンで進化する 
 （Opportunities for Action 2008 Winter）
◇  ネクスト・ビリオンに到達する金融サービス（Opportunities for 

Action 2009 Vol. 2）
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に尊重すべき奇特なことではあるが、経営者個人が私
財を投じる場合以外、もはや現在の企業には当てはま
らない。

現在、企業のサステナビリティ活動は、社会や市場
から厳しく監視され、評価されている。また経営者は、
それに対する説明責任も負わされている。サステナビ
リティ経営の負担も増大し、その費用対効果や投資リ
ターンも問われるようになってきている。「陰徳」をいく
ら積んでも、評価されないどころか、逆に背任的行為す
ら疑われかねない状況である。従って、（奥ゆかしさを
失い、まことに残念ではあるが）、密かに人知れず行な
うのではなく、「見える化」し、かつ、うまくアピールして
いくことが求められる。

機関投資家はすでにサステナビリティ経営に関して、
標準的な情報として積極的なディスクロージャーを求
めている。それによって、各企業のリスクと機会を評価
しようとしている。さらに、サステナビリティの要素を取
り入れた国際株式指標も種々できている。たとえば、ダ
ウジョーンズ・サステナビリティ・インデックス（DJSI）
は、SAM評価の高い上位10％の企業銘柄（2008年で
は世界で320社、うち日本からは36社）を組み入れた
株式指標である。今後、サステナビリティ経営が本当に
企業価値向上に結実しているのか、投資家がより厳し
く評価し、選別するようになるだろう。

また先述のように、サステナビリティ経営の範囲がグ
ローバル化し、ステークホールダーも拡大している。こ
のため、自社のサステナビリティ経営の基本方針や具
体的な施策を、より広範なステークホールダーに訴求
し、理解してもらい、支持と協力を取り付ける必要があ
る。そのためには、第1に、サステナビリティ経営の基本
理念（目的）と方針（重点領域や優先度）を成文化し、
内外のステークホールダーにそれぞれの言語で公表す
べきである。第2に、そのコストや投資、並びにその達
成度や成果を測るモノサシを導入すべきである。どん
ぶり勘定ではなく、どんな打ち手にどのくらい資源投入
し、具体的にどんなインパクトを生み出しているかを分
析し、「見える化」する必要がある。たとえば、Sプロダ
クトの開発にどれだけ投資し、その結果、どれだけブラ
ンド価値を高め、どれだけプレミアム価格を実現し、ど
れだけ固定客を獲得できたか。エコな設計・流通標準
を取り入れたり、製造・流通プロセスを最適化したり、
廃棄物のリサイクルを行なうことにどれだけ投資し、そ
の結果、オペレーションやサプライチェーンの効率化と
コストダウンをどれだけ実現したか。こうした定量的な
評価をし、さらに内外にアピールできるようにしていか
ねばならない。

4. �「総務担当」から「全社巻き込み」へ

サステナビリティ経営が、リスク軽減を主目的とする
「守り」にとどまる場合は、CSRや環境対策など総務



12� The Boston Consulting Group

系部署を担当とする対策業務でよかった。しかし、企業
価値を高める「攻め」に転換すると、全社的な業務の根
本的な見直しが必要になる。

サステナビリティの取り組みによって売上を増大する
には、市場シェアを上げるか、新しい市場の開拓が必要
だ。利益率をアップするには、コスト削減か、価格引き上
げが必要になる。こうした活動には、研究開発から、製
造・物流、マーケティング、営業、サービス、IT、人事など
全社のさまざまな部門を総動員する必要がある。そうい
う意味では、サステナビリティを基軸に全社を作り変える
くらいのつもりで展開する必要があろう。最近、自動車
や電機メーカーなどが全社を挙げて環境分野に資源も
組織もシフトしているのは、その好例である。

　サステナビリティ経営はもともと日本の企業家のお家
芸であった。現在の環境に合わせてさらに磨きをかけ
ることで、日本企業が世界的に新たな優位性を築く有
力な武器のひとつにできるものと信じている。

今村　英明

今村　英明
BCGシニア・パートナー＆マネージング・ディレクター、中部関西代表
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既刊「展望」
Vol. 147 リーダー就任：最初の100日間
Vol. 148 デフレの定石：3＋1
Vol. 149 ローマ帝国の興亡に学ぶ：再創造と衰退の岐路
Vol. 150 今また戦略の時代
Vol. 151 キャッシュを生むR&D・商品開発：
 イノベーション・トゥ・キャッシュ（ITC）
Vol. 152 「ニューラグジュアリー」型ブランドの創造
 ―ワンランクアップの新商品開発・需要創造のカギ
Vol. 153 新視点での調達戦略―ネットワークと情報
Vol. 154 ベン・ホーガン　完璧を求めて
Vol. 155 成果主義を超えて
Vol. 156 営業現場を変える：SFE（営業生産性向上）
Vol. 157 投資家の顔が見えているか
Vol. 158 ポートフォリオ戦略：悪循環から抜け出すステップ
Vol. 159 M&Aの幻想と真実
Vol. 160 フロント係のジレンマ：
 変革マネジメントの迷信を打ち破る
Vol. 161 「現実」を超えて、「認識」を変える
Vol. 162 ひとり二極化消費の心理学
Vol. 163 「現場力」を超えて戦略スペースを広げる
Vol. 164 企業再生リーダー　最後のスピーチ
Vol. 165 イノベーション・マネジメントの勘どころ
Vol. 166 ネクスト・ビリオン
 ―世界最大の未開拓な消費者市場
Vol. 167 不透明な時代の戦略構築
 ―ハイ・パフォーマンス企業調査にみる３つの鍵
Vol. 168 景気後退に克つ戦略
Vol. 169 景気後退に克つリーダーシップ
Vol. 170 グローバリティ
 ―グローバリゼーションを超えて

バックナンバーは、弊社ホームページでご覧いただけます。
http://www.bcg.co.jp/
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