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《日本の読者のみなさまへ》

企業というものは、常にインプットとアウトプットを	
最適化しており、それぞれの時代で最も制約がある	
（希少な）インプットが注目を集めてきました。そして今、
再び資源（原材料、エネルギー、水、食糧）が最も重要な制約
条件となる時代に直面しています。
その中で企業は、サステナビリティ、資源マネジメント
を社会的責任というようなあいまいな問題としてでは
なく、まさに経営の中核課題として認識し始めています。
そして、この新たな変化を賢明にとらえる企業群、

「ニュー・サステナビリティ・チャンピオン」が、先進国	
からではなく新興国から多数誕生しています。彼らは
先進国企業が見落としがちなチャンスやイノベーション
を追求し、サステナビリティ、特に資源マネジメントを
優位性構築に生かしています。
チャンピオン企業の考え方が有効なのは新興国だけ
ではありません。彼らからの学びが、日本企業にも制約の
背後にある新たなチャンスを見つけるヒントになれば
幸いです。
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競争優位を築く新たな
｢資源管理｣

─ニュー・サステナビリティ・チャンピオンに学ぶ

コスタリカにフロリダ・アイス・アンド・ファームとい
う飲料メーカーがある。この企業は、2002年にCEOに
就任したラモン・デ・メンディオラ・サンチェス氏の下、
2002年から2008年にかけ、4倍を超える増収を果たし
た。売上成長に加え、2008年、メンディオラ氏は役員報
酬のうち変動部分の40%を、環境維持や社会貢献の度合
いを測る指標と連動させると発表した。さらに、固形廃
棄物の量、水の消費量、二酸化炭素の排出量を中心に環
境関連の指標を厳密に測定し、それらを経営の重点項目
とする体制を整えた。そして、同社は意欲的な目標を掲
げた。まず、2011年までに廃棄物の資源化・再利用も含
めて固形廃棄物を実質ゼロにする。その上で、2012年ま
でにウォーターニュートラル（使用した水の量を相殺す
るだけの水資源保全などにより水の収支をゼロにする
こと）を、さらに、2017年までにはカーボンニュートラル
（二酸化炭素の排出量と同量の二酸化炭素を削減する活
動を行って、二酸化炭素増の影響を全体としてゼロにす
ること）を達成するというものだ。同社の瓶詰工場のな
かには、水の使用効率が世界一になった施設もある。同
社はこうした環境への取り組みに注力しつつ、厳しい景
況の中でも売上高と市場シェアを拡大し続けている。

「リターン・オン・リソーシズ（資源に対するリター
ン）」を重視する企業は数多く、フロリダ・アイスはその
一例にすぎない。こうした企業の存在は、すべての企業
に影響を与えるトレンドの高まりの現れである。世界
的な人口増と経済発展が長く続いたため、経済を維持す
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るために不可欠な天然資源と生態系に大きな負荷がか
かっている。従来の方式による生産や流通のコストは
上昇し、資源の効率的利用という新たなパラダイムでの
競争が激化することになるだろう。

資源管理を経営の主軸に

企業はいま、資源が制約条件となる新たな世界に直面
している。産業を通じて人類が環境に与える負荷は、過
去20年間で大幅に増えた（図表1）。世界各地で経済発
展が急速に進み、2008年に69兆ドルだった世界全体の
GDP（購買力平価ベース）は、2030年には135兆ドルに達
すると予想されている。この間、世界人口の増加も続き、
67億人から82億人に増える見通しである。その結果、石
油や水だけでなく一部の重要な鉱物や金属についても、
需要を満たすことはより困難になっていくであろう。

すぐに調達できる資源の量が減るにつれ、原材料、エ
ネルギー、水、食糧という四つの主要要素をめぐる競争
が過熱し、価格変動が大きくなる。同時に、企業はこれ
まで以上に排出物や廃棄物の発生に配慮しなければな
らなくなる─特に、健康リスクや汚染リスクが伴う場
合はなおさらである。

この新たな世界で成功するには、企業は資源の効率的
利用を徹底し、環境に与える負荷を極力抑える｢資源管
理｣を経営の主軸に据えなければならない。これを理解
するためには、すでに資源の制約に直面している企業の
事例が参考になる。毎年、世界各地の企業経営者を対象
に、BCGとMITスローン・マネジメント・レビュー誌が共
同で実施している調査では、資源集約型の産業はサステ
ナビリティ（持続可能性）をより重要な経営課題ととら
えていることが明らかになった。これらの産業では資
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図表 1 | 産業を通じて人類が環境に与える負荷は急拡大
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源管理が企業競争力に欠かせない要因と認識され、自社
の取り組みを推進するために、投資対効果検討書を策定
している企業も多い（図表2）。そうした企業は資源問題
が深刻化するにつれて、年々、サステナビリティの問題
を重視する姿勢を強めている。

資源が制約されることで、企業は次の2つの重要な指
標をますます考慮せざるを得なくなる。まず、供給量が
少ない資源の消費を最小化するために、天然資源からの
｢ペイバック｣（回収）をモニターしなければならない。
たとえば、電力会社は1メガワットの発電に必要な化石
燃料の量を減らすために、発電所の効率改善に多額の資
金を投じている。さらに、企業は周囲の生態系に与える

サステナビリティに関する投資対効果検討書を
用意している企業（%）
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図表 2 | 資源需要の高い業界はサステナビリティをより重視
損害を最小化するため、天然資源の｢プットバック｣（回
復）にも気を配らなければならない。電力会社は大気中
に放出する有害な排気ガスを減らすために、排ガス洗浄
装置をはじめ、さまざまなプロセスに投資している。

このように「リターン・オン・リソーシズ」に注目する
ことで、企業の成長の道すじや企業間競争のあり方が変
わる。だが、これは何も目新しい話ではない。つまり、
企業というものは、利益の最大化を図って常にインプッ
トとアウトプットを最適化してきたのだ。最も注目を
集めるのは、最も制約が大きいインプットである。19世
紀には産業革命によって天然資源が競争力の要因にな
り、企業は水力をはじめとする安価なエネルギー源の近
くで操業するようになった。20世紀になるころには、エ
ネルギーが比較的豊富に手に入るようになった。その
結果、経営者はオートメーションを導入するなどして再
び労働コストに注意を払ったり、品質やスピードなど新
たな優位性の源泉に着目したりした。

資源をめぐる競争が激化するにつれ、資源管理が再び
企業の最重要課題になるであろう。この新たな競争優
位のパラダイムにおいて秀でた企業が、資源の制約を
チャンスに変え、市場シェアを獲得することになる。こ
のトレンドに対応できない企業は、価格上昇や価格変
動、あるいは、規制や社会的圧力に苦しめられることに
なる。

サステナビリティの新たな世界が到来している。急
増する需要に資源の供給がやっとのことで追いついて
いる状況の中で企業は、社会的責任というあいまいな領
域の問題としてではなく、まさに経営の中核の課題とし
て、サステナビリティに取り組むようになるだろう。資
源管理のイノベーションという新たな波が目前に迫っ
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ている。そして、すべてのイノベーションがそうである
ように、この問題に取り組もうとする顧客を支援できる
企業にはチャンスが生まれる。

さらに、資源管理は社会的責任の問題を解決する上で
も有効である。従来は個々の企業が資源の利用を社内
的に最適化していたにすぎず、その影響についての社
会的な懸念が広がっていた。今後は社外から見ても最
適な資源利用が評価されるようになり、また、責任が明
確化されるため、企業は積極的に改善を目指すようにな
るだろう。新興国でも、資源不足はよく見られる経営課
題になっている。サステナビリティを重視することは
先進国だけに許されたぜいたくと思われがちだが、実際
は、新興国の多くの企業が賢明に変化を見通して、競争
優位を構築しつつある。こうした新興国での資源活用
における先進企業は、新興国だけでなく先進国において
も、資源の制約が大きい世界で成功する方法を実践する
お手本になりうる。

ニュー・サステナビリティ・チャンピオン企業に見る
成功のカギ

過去2年間、世界経済フォーラム（WEF）とBCGは共同
で、新興国におけるサステナビリティ先進企業の発掘に
取り組んできた。数千に上る企業を調査し、巧みな資源
管理と利益を伴った成長を両立させている16社を選出
した。

こうした企業群を「ニュー・サステナビリティ・チャン
ピオン」と呼んでいるが、彼らは、先進国の企業が見落
としがちなチャンスやイノベーションを追求している。
業績、イノベーション、成長、サステナビリティという現
代の課題に取り組もうとする世界中の企業にとって、示

唆に富む事例となりうる。ニュー・サステナビリティ・
チャンピオンの成功の土台には、以下に挙げる3つの重
要な取り組みがある。

第1に、チャンピオン企業はイノベーションを通じて
制約をチャンスに変えている。実践的なアプローチで、
現地の事業環境に合わせて既存技術に改良や調整を施
すことに長けている。また、製品の市場化や、まだ成長
が始まっていない市場の開拓に向け、新たな方法を探求
している。

第2に、サステナビリティを企業文化に根づかせてい
る。全社的なコミットメントがあってこそ、サステナビ
リティを利益を伴う成長に結びつけることができると
理解しているのだ。社員全員が参画して、サステナビリ
ティを重視し続けるという共通の目標を定め、実現に向
けて取り組んでいる。

最後に、チャンピオン企業は自らの事業環境を自らの
手で構築する。サプライヤーから顧客に至る自社のバ
リューチェーン上の関係者が、必ずしもそろって自分た
ちの考え方や目標を受け入れてくれるわけでも、理解し
てくれるわけでもないことを認識し、サプライヤーや顧
客などを啓蒙し、有利な環境を築いていく。業界をめぐ
る政府の方針がうまく機能していないか、あるいは、自
社の利害に反していると思えば、政治に手を回して働き
かけることもある。

2011年にBCGとMITスローン・マネジメント・レ
ビュー誌が共同で実施した調査では、サステナビリティ
の「信奉者」ともいうべき企業群の存在が明らかになっ
たが、実は、ニュー・サステナビリティ・チャンピオンは
これら企業とは異質な存在である。サステナビリティ
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を信奉する企業は、利益をあげるためにはサステナビリ
ティが必要であると主張し、サステナビリティを常に重
要な経営課題と位置づけ、サステナビリティに関わる投
資対効果検討書を用意している。それに比べてニュー・
サステナビリティ・チャンピオンは環境や社会について
実に幅広い要素を考慮し、より総合的な展望を描く。同
時に複数の側面で取り組みを行いながらも、狙いやビジ
ネスロジックは明確に一つに絞り込まれている。そし
て、自分たちの取り組みの成果を、エネルギー効率など
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図表 3 | ニュー・サステナビリティ・チャンピオンは様々な側面で
サステナビリティを重視

の数値目標の観点からだけでなく、企業への評価や社員
の働きがいなど無形の要素という観点からも測定する
ことに長けている（図表3）。また、サステナビリティを
信奉する企業よりさらに慎重に、資源不足のリスクを経
営判断に織り込んでいると思われる。

私たちは一連のインタビューと詳細な分析を通じ、
チャンピオン企業のリターン・オン・リソーシズを重視
した経営を支える、７つの原則を抽出した。ありきたり
の経営方針と思われるかもしれないが、資源管理という
領域ではこうした原則が特に重要となるのである。

•	資源管理を収益向上につなげる　インドのシュリー・
セメントは、コスト削減につながる可能性がある、プ
ロセスや原材料におけるイノベーションを洗い出す
ため、常に自社のオペレーションを丹念に点検してい
る。たとえば、2011年には貯灰サイロに回転式のふる
いを設置したり、配送センター経由の輸送件数を減ら
すために顧客への直送を増やしたりする手を打った
ことで、同社の推定で、この年の税引き後利益の8%に
達するコスト削減を果たした。

•	資源管理を組織に根付かせる　サステナビリティを
収益向上につなげようと社員に説くだけでは不十分
である。同時に、資源管理の要となる概念を組織に
根付かせる必要がある。戦略だけにとどまらず、企業
構造やコーポレート・ガバナンス（企業統治）、組織の
ミッションにまで組み入れなければならない。資源
管理は「今月の重点プロジェクト」型の戦略ではない。
資源管理を、企業を運営する上でのスタンダードの一
部として定着させなければならないのだ。



46	 The Boston Consulting Group 競争優位を築く新たな ｢資源管理｣ 47

•	進捗を継続的に測定する　一つのプロセスに対して、
あらゆる指標を網羅的に設けるよりも、理解しやすい
「魔法の指標」を2、3項目設ける方が望ましい。フロリ
ダ・アイスが固形廃棄物を実質ゼロにし、ウォーター
ニュートラルや、ひいてはカーボンニュートラルを実
現するための施策の一環として採用したのは、一握り
の指標だった。同社はこうした資源を常時監視する
体制を整え、現在では社内の広範な組織に定期的に進
捗を報告している。

•	広い視野で資源管理を考える　ステークホルダーと
幅広く協力することで、企業は自社が必要とする資源
をよりうまく管理することができる。オペレーショ
ン上のリスクを洗い出し、その低減、防止に向けた改
善を進められれば、競争優位を築くことができる。
シュリー・セメントが焼成窯を改造して焼却炉として
も使えるようにしたのは、まさに、そうした考え方に
よるものだった。地域の固形廃棄物を処理する一方
で、燃料費も減少させることができた。

•	イノベーティブなビジネスモデルを築く　先進企業
は限られた範囲の改善にとどまらずビジネスモデル
全体のイノベーションに取り組もうとする。製品同
様、ビジネスモデルにも寿命があり、時間の経過につ
れて進化を遂げていかなければならない。インドで
小規模農家向けに廉価な農業灌漑システムの販売を
展開するジェインは、農家が銀行から資金を借り入れ
るのが難しいことが自社の事業拡大の足かせになっ
ていることに気付いた。そこで、農作物の卸売事業に
参入し、農家に対し最低買い入れ価格を保証するサー
ビスを始めた。これにより顧客の資金借り入れが容
易になった。

•	 ビジネス・エコシステム（企業生態系）を形成する　先進
企業は、規制当局と手を組んだり当局に働きかけたり
して、政府に規制の基準を引き上げるよう促す能力を
身につけている。政府が関わらない場合でも、市場の
リーダー企業はサプライヤーや顧客に対して、高い水
準の業務慣行を業界基準として実践していく必要があ
るという合意を形成する─しかも、自社の強みに合
致した基準になるよう誘導する─ことができる。

•	探求と改善を持続する　資源の制約が強まっている
ことを認識する企業が増えるにつれて、資源管理の先
進企業も優位性を守るためにたゆまぬ改善を進めな
ければならなくなる。そのために、すでに取り組んで
きた指標による管理を継続するとともに、先端を走り
続けるための新たな指標を見つけて、絶えず目標の見
直しを図らなければならない。

•			•			•

資源の供給環境が変化すれば新たな競争力学が生ま
れ、成功につながるケイパビリティ（組織能力）もそれに
応じて変化する。これはごく一部の企業だけに影響す
るニッチな問題ではなく、すべての企業に当てはまる普
遍的な現象である。資源不足へと転じたこの世界でど
のように事業を運営していけばよいのかすでに理解し
ているニュー・サステナビリティ・チャンピオンと同様、
将来の市場リーダーも、成長への道すじの一つとして資
源管理を重視するだろう。そうした企業は、資源管理を
事業戦略とオペレーションのまさに主軸に据えること
で、一見、制約のように見える要因の背後にあるチャン
スを生かせるようになるのだ。
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