
1.　アジアにおける資源消費の現状

　UNEP （2011）によると，アジア太平洋地域の
資源消費は 1975年に 77億トンだったものが，
2005年には 321億トンへと 4倍以上に増加し，
総量では「世界のその他の地域」の総量を上回っ
ている．1人当たりで見ても 1975年時点では「世
界のその他の地域」の約 1/3であったものが，
2005年にはほぼ追いつく量にまで達している．
また，「世界のその他の地域」においては，対
GDP 1ドル当たりの天然資源利用量は継続的に
減少している（デカップリングが進行している）
のに対し，アジア太平洋地域では増加傾向にある．
UNEP （2011）は，この増加が今後 2050年までど
のように推移するかを，物質フロー・ストック・
モデル（APSFF）と，金融循環理論（MCT）モ
デルを用いて予測した（図 1）．
　物質フロー・ストックモデルは，物質の循環を
ある一定の地理的な範囲（例えば，国単位など）
で記述したものである．中心に物質の転換，加工，
再利用などの物質の加工があり，その外側に採掘・
採取，エネルギー転換，サービス生産があって，
これらの物質の転換を経済的に動かしている．さ

らに，域外とのやりとりも行われる．このモデル
は基本的に物理量で記述される．金融循環理論モ
デル（図 2）は，いわゆる計量経済モデルではな
く，金融の実体的な動きを金融部門を中心に表現
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出典）UNEP（2011），p 171．

図 1　 2010年から 2050年のアジア太平洋地域の国内資
源消費の推移と予測（現状維持シナリオ，高資
源生産性シナリオ）

環境経済・政策研究
Vol. 9, No.2 （2016.9）, 29-39



したモデルである．図 2では，銀行（金融部門），
企業（産業活動部門），労働者（家計部門）の 3

つの部門が設定され，それぞれの部門の間での貨
幣のやりとりがなされる様子を記述する．生産要
素市場を記述したともいえるかもしれない．
　そのモデル計算の結果，BAU （現状維持）シナ
リオでは，2050年には，たとえ高い率での資源
生産性の向上が図られたとしても資源消費量は大
きく増加する（2050年時点で 2010年比の 2倍近
くになる）．この場合の資源生産性とは，国内総
生産額（GDP）を天然資源等投入量で除したも
ので，天然資源等投入量とは国産・輸入天然資源
及び輸入製品の量を指し，直接物質投入量（DMI：
Direct Material Input）とも称される．また，BAU

に対して，社会構造改革を組み込んだシナリオ
（the system innovation scenario）では，失業の解
消を考慮しない場合には現状程度の資源消費量の
維持は可能となるが，それでは社会的・経済的格
差という新たな問題が大きくなり社会的に不安定
になると予測している．経済成長によって雇用維
持をするシナリオを採用すると消費の増大が資源
消費量の増加を牽引し，BAUにより近い資源消

費量となる．
　つまり，社会的な側面（雇用の維持）を組み込
んだ場合，絶対的な資源消費量は，たとえ大幅な
資源生産性の継続的な改善が実現したとしても現
状維持シナリオ寄りの予測結果となり，経済成長
と資源消費のデカップリングの実現は困難になる．

2.　�社会のメタボリズム：企業活動とライフスタ
イル，資源消費

　かつて産業エコロジー学会の会長をつとめた社
会学者で，オーストリアの大学の教授であるマリ
ナ・フィッシャー＝コワルスキーが提唱するのが，
社会的メタボリズムである．彼女は，生態学の用
語であるメタボリズム（新陳代謝）を，社会のシ
ステムにおける物質フローの記述に適用し，それ
を social metabolismとした（図 3）．この図の三
角形の頂点にあるのは，社会の金融ユニットを中
心とする経済活動であり，「富」を生産する．図
の右下は，物質とエネルギーのフローからなる製
造業を中心とする活動であり，産業のメタボリズ
ムを担う．この活動は環境への負荷を与える．そ
して左下にあるのが，人々と人々が所有する資産

図 2　金融循環理論モデルの概念構成と主な要素
    出典）UNEP （2011），p 157．
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であり，生活の質を追求する．そしてここの活動
は人々の福利・幸福に影響を与える．3つの存在
は，それぞれが独自に発展するが，同時に相互依
存関係にある．上部と右下の 2つは，経済構造，
技術，労働生産性，資源生産性を規定する．上部
と左下の 2つは，所得と所得の分配を規定する．
下の 2つは富と財産の分配，ライフスタイルを規
定する．それぞれの正のフィードバックが果たし
て持続可能な社会の構築の観点から好ましいもの
かどうか等々，個別の議論はつきないが，この 3

つの頂点を持った構図から，金融を仲介とした産
業とライフスタイルの関係を考察していくことが
可能となる．
　前述の図 1で取り扱った資源消費の推移におい
て，失業を考慮した場合としない場合で大きく将
来動向が異なる結果となったが，それはこの図 2

にあるような相互関係をモデルに組み込んだため
である（金融循環理論（MCT）モデル部分）．ラ
イフスタイルと経済活動は独立に考えられること
が多いが，実際には多くの人々は労働者として生
産活動に従事し，生計を立てている．もしくは自
営業者として自ら経済活動に参加している．資源
消費量の現状維持もしくは抑制を優先し，社会シ
ステムの構造改革とともに資源の効率性（投入資

源当たりの生産量）の向上を図ったとして，それ
によって労働者への配分が減少した場合，賃金の
減少，さらには失業を生じざるを得ない．そして，
労働者への配分が減少した場合，労働者が生活の
ために購入する財やサービスへの支出を抑制せざ
るを得ないことになるが，そうなるとそのような
財やサービスの提供者は売り上げの減少，さらに
は廃業・倒産といった目に遭うことになる．環境
へのインパクトの抑制を優先することのみのシナ
リオ（例えば，図 1の失業を考慮しない高資源効
率シナリオ）は現実性に乏しいのである．
　フィッシャー＝コワルスキーは，主に国を単位
とした物質フローを中心に議論したが，その考察
の単位は必ずしも国に限定されない．具体的な統
計が整っているのは，国単位であることが多いこ
とが，国単位の考察が多くなされている理由であ
ろう．
　この社会メタボリズムの考え方は，様々な場面
で適用可能である．本稿の最後で例にあげる，企
業の持続可能性評価書などでの適用例などはその
1つであろう．
　このような経済の様々な動きは，財・サービス
の生産を通じて環境負荷にも影響を与えるが，賃
金（所得）を通じて人々の生活の質にも大きな影

図 3　生活の質，富，メタボリズムの関係のリズムの関係のモデル化
 　　　 出典）UNEP （2011） p 8，原出典は Fischer-Kowalski （1997）．
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響を与える．これまでのライフスタイル研究では，
このような経済社会の連関（循環）に関する点に
ついての考察があまりなされてこなかったのでは
ないかと思われる．

3.　持続可能な消費と生産をめぐる国際動向

　第 1節でみたようなアジア太平洋地域の資源消
費の増大は，明らかに地球環境への大きな負荷の
増大を意味する．これは，アジア太平洋地域に限っ
たことではなく，多かれ少なかれ世界各地で起き
ていることであり，アジア太平洋地域が特にこの
数十年にわたって人口増大の激しい中国・インド
を抱えていることから，消費の増大が他地域に比
して顕著であることが容易に推察される．これに
対する危機感は今になって始まったことではな
く，既に国際的な対応は 20年以上前から目に見
える形でなされてきた．
　持続可能な消費と生産は，1992年のリオの国
連環境開発会議に提出されたアジェンダ 21のセ
クションＩにおいて，「第 4章消費形態の変革」
としてあげられており，持続可能社会構築に向け
ての大きな課題の 1つとして取り上げられた．こ
のアジェンダ 21における議論では，消費形態の
変革とは “Changing consumption pattern” を意味
しており，“Reducing consumption volume” に限
定したものではない（UNEP, 2012）．つまり，量
だけでなく質の転換も図ることで，生活レベルの
向上との両立を図ろうというわけである．同時に，
先進工業国における過大な消費を見直すこととと
もに，発展途上国における基本的な欲求の充足の
必要性についても言及する．決して，生活レベル
を下げることを意味するわけではない．
　この持続可能な消費と生産についての議論は，
このアジェンダ 21以降，国連社会経済局と国連
環境計画を中心に継続的に議論されてきた．2002

年のヨハネスブルグの持続可能な開発に関する世
界首脳会議（WSSD）においても主要議題の 1つ
であった．

3.1　�オスロにおける 2 回の関連会合（オスロ円
卓会議宣言（1995））

　1994年にオスロで開催された持続可能な消費

に関するシンポジウムにて，持続可能な消費の定
義がなされた．そこでの定義は，「自然資源の利用，
有害化学物質，ごみや汚染物質をライフサイクル
全般にわたって最小限にしながら，人々の基本的
ニーズやよりよい生活の質に対応するモノやサー
ビスの利用であり，なおかつ将来世代のニーズを
脅かさない」ものとされた．これは，持続可能な
開発の定義である「将来の世代のニーズを満たす
能力を損なうことなく，今日の世代のニーズを満
たすような開発」をなぞったものといえる．続い
て，翌 1995年に関係閣僚による円卓会議が開催
され，この持続可能な消費の概念はより広義に定
義された．「持続可能な消費は，数多くの鍵とな
るような概念を含む包括的な用語である．たとえ
ば，基本的な欲求の充足，生活の質の追求，資源
効率性の改善，再生可能エネルギー利用の増加，
廃棄物の最小化，ライフサイクル思考をとること，
公平性の観点を考慮に入れることなど．」として
いる．
　この定義によるアプローチはまた批判も受け
た．消費量の低減ではなく，消費の効率化等の質
（消費パターン）の変化を求めるということでは，
リバウンド効果などを考えると不十分だというも
のである．

3.2　�持続可能な開発に関する世界首脳会議
（WSSD；ヨハネスブルグ・サミット，Rio

＋ 10 （2002））
　この会議では，リオデジャネイロで採択された
アジェンダ 21をより具体的な行動に結びつける
ための包括的文書である「ヨハネスブルグ実行計
画（JPOI：Johannesburg Plan of Implementa-

tion）」が採択された．その第 3章で持続可能な
消費と生産についてふれられており，10年計画
を策定して具体的な行動をとるよう促している．
その後，2003年にマラケシュで開催された会合
において，具体的な計画が立てられた（マラケ
シュ・プロセス）．

3.3　�マラケシュ・プロセスにおける持続可能な消
費と生産をめぐる 7つのタスク・フォース

　前述の JPOIをうけて 2003年にマラケシュにお
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いて開催された会議で決定したのが，マラケシュ・
プロセスと呼ばれる持続可能な生産と消費にかか
る 10年計画である．その計画の中で幾つかのタ
スクフォースが設置され，タスクフォースごとに
それぞれの個別分野の課題に取り組んでいくこと
が確認された（図 3）．7つのタスク・フォースは，
生産（イギリス），公的調達（スイス），建築・建
設（フィンランド），ツーリズム（フランス），ラ
イフスタイル（スウェーデン），教育（イタリア）
とアフリカへの協力（ドイツ）であり，それぞれ
欧州の各国政府（括弧内に記述）が事務局となった．
　ライフスタイルに関しても，スウェーデン政府
（環境省）が中心となってタスクフォースが設置
され，日本からは筆者が参加した．この持続可能
なライフスタイルに関するタスクフォースのコン
セプト・ペーパー（Concept paper for the Task 

Force on Sustainable Lifestyles）によると，「持続
可能な消費」に関する概念は，持続可能なライフ
スタイルと対置されて，以下のように定義される．
「持続可能な消費は，モノやサービスを購入した
り消費したり廃棄する過程に関連する一方で，持
続可能なライフスタイルは，もう少し広い活動，
例えばコミュニケーション，娯楽，スポーツ，教
育などをセットで含むものである．」この定義か
らわかるように，持続可能な消費もしくは持続可
能なライフスタイルとは，物資的な側面からだけ
で評価できるものではなく，その消費の意味，消
費によって得られる満足の内容まで関連する．さ
らに，モノの消費の範疇をこえた様々な活動をも
その考察範囲とする．消費者は，自分自身の社会
的な立ち位置や願望・欲求を表すシグナルの 1つ
として消費を行い，他者との関係性の構築を図っ
ているわけであるが，それによって築き上げられ
た関係性もまたライフスタイルの一部なのである．

3.4　�国連環境計画における新たな持続可能な消
費と生産をめぐる動き（RIO＋ 20および
SDGs）

　前述のマラケシュ・プロセスをうけた 10年計
画は，2010/2011年の国連の CSD（持続可能開発
委員会）報告でいったん完了した（UNEP, 

2011）．その後開催された 2012年の RIO＋ 20に

おいて，再度，持続可能な消費と生産の重要性が
貧困の撲滅とともに指摘された（United Nations, 

2012）．これをうけて，UNEPを中心に新たな 10

年計画（10YFP）が実施されることになった．本
稿執筆時点で消費者情報，持続可能な建築と建設，
持続可能な食料システム，持続可能なライフスタ
イルと教育，持続可能な公共調達，持続可能ツー
リズムの 6つのプログラムが活動を開始してい
る．それぞれのプログラムでは，マルチ・ステー
クホルダー会合のもとで，各種のプロジェクトが
実施されている．
　2015年に採択された持続可能な開発目標
（SDGs）においては，持続可能な消費と生産は
12番目の目標として取り上げられている（United 

Nations, 2015）．この中でも，UNEPを中心とし
た 10年計画（10YFP）の推進が取り上げられて
いる．

4.　消費とライフスタイル

4.1　「消費」の意味
　消費とライフスタイルを考える上での重要な点
は，人々がモノを消費する際に，モノの「機能」
のみを求めているのではないということである．
なぜ人は消費するのか，人は何のために消費する
のか，という問いである．人は単に日々の生活に
おいて，必要な機能を満たしている，という理由
だけで様々な商品やサービスを選択しているので
はない．機能や価格に加えて，デザインなどの個
人の嗜好，そのほか諸々の消費対象物のさまざま
な「属性」を考慮している．だからこそ，「社会
的に責任ある消費」や，「倫理的消費」などを考
える余地がある．人々が，機能以上のものを製品
やサービスに求めているからこそ，消費の在り方
についての様々な議論が有効なものとなる．供給
側において，企業の社会的責任論 CSR （Corporate 

Social Responsibility）の議論が大きくうたわれて
いるが，それは企業が単に社会や消費者に製品や
サービスを供給する存在としてだけではなく，そ
れ以上のものを求められているからこその議論で
ある．
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4.2　変化するライフスタイルと価値観
　アジアにおける資源消費の動向，持続可能な消
費の国際的な議論の動向とその定義，消費の意味
について見てきた．ここでみてきたようにライフ
スタイルをとらえるとすると，どのような将来シ
ナリオが描けるだろうか．考えられるものとして，
第 1に現在の人々のライフスタイルの現状の把握
が必要であろう．これには，ア）諸統計の活用，
イ）さまざまな社会調査結果の活用，ウ）ライフ
スタイルに関連する諸分野の専門家の知見や見通
しの活用，などが考えられる．例えば，ア）に関
しては，人口の動向，住宅やエネルギー消費，モ
ビリティなどライフスタイルと消費に関する基本
的な統計情報などである．イ）については，筆者
らがこれまでに行ってきた調査を含む各種の社会
調査結果や，内閣府の世論調査室による調査，さ
まざまな国際比較調査結果（ISSP：国際社会調
査プログラムやWVS：世界価値観調査等）の活
用などである．ウ）はインタビュー，ワークショッ
プなどの手法による知見の収集などが考えられる．
　2013年 1月に公表された国立社会保障・人口
問題研究所による「日本の世帯数の将来推計」（国
立社会保障・人口問題研究所，2013）によれば，
1）「世帯総数は 2019年をピークに減少開始，平
均世帯人員は減少が続く」，2）「単独」「夫婦のみ」
「ひとり親と子」の割合が増加，3）「世帯主の高
齢化が進み，65歳以上の高齢世帯が増加する」，
4）高齢世帯で増加が著しいのは「単独」と「ひ
とり親と子」の 4つがその大きな傾向である．つ
まり，世帯人員の少ない世帯が増加し，なかでも
高齢者の単身世帯が全体として増加すると要約で
きるであろう．
　ドイツの社会学者であるウルリヒ・ベックは，
その著書「危険社会」（Beck, 1998）において，
多くのリスクに直面する社会を描きだした．日本
語版では，「リスク」という言葉を「危険」と訳
している．この著書におけるリスクは，確かに第
1章において有害化学物質を取り上げているが，
それだけではない．近代化によって，産業社会そ
のものが様々なリスクを内包する状況になってい
るという．彼は，このように記述している．
　「進歩した近代においては，それらの危険や不

確実性（社会や人間の人生や文化に見られる危険
や不確実性）によって，産業社会の内部構造―社
会階級，家族形態，男女の状況，結婚，親である
こと，職業―やその中にはめ込まれた個人の生き
方の根底にある自明性はなくなりつつあり，さら
に再構成される．」（中略）「近代化の過程は，自
然が社会に対立しているという仮定から出発して
いた．その仮定を，さらなる近代化の過程が，20

世紀から 21世紀への変わり目に蹂躙する．しか
もそれだけでなく，産業社会が社会内部に有する
座標系をも，ずたずたにしてしまう．座標系とは，
1つには科学や技術をどう理解するかである．2

つ目には，家族と職業という 2つの軸（その 2つ
の軸の間に，人間の人生は固定されている）であ
る．3つ目には，民主主義的に正当化された政治
とサブ政治（経済や技術や科学などを指し，投票
などの民主主義に根拠を置く制度によらず官僚や
それ以外の様々な組織がそれぞれ国家レベルに匹
敵する意思決定を行っていくことを指す）との配
分と分離という座標系である．」
　ベックはこの軸が具体的にどのように変化をし
ているのかについて続く章で詳細に議論してい
る．それは，彼の母国であるドイツを事例として，
以下の項目にまとめられる．生活形態の文化的進
化として，（a）エレベーター効果：職業労働に従
事しない生活時間の増大，労働時間の減少，可処
分所得の増加などの傾向が見られた．（b）社会的
移動：社会的移動の増大，出自にまつわる制約や
拘束，もしくは出自以外のものであってもそれら
の制約や拘束から独立し，親と異なる職業につく
もの（中でも，より高い所得を得られる職業）が
増大した．（c）教育：読み書きのできないものが
ほとんどいなくなり，社会階層との関係が切り離
されるようになった．（d）個人化：社会構成が雑
多であることや，近隣・知人関係がかなりゆるや
かであること．新規の社会関係や人と人との接触
のネットワークを，個々人で選択し，作り，維持
しなくてはならなくなった．このような状況を，
「関係のなさ」，社会的隔離と呼ぶこともできるが，
また，自分で選び，自分で作り上げた知人・隣人・
友人ネットワークの形成と呼ぶこともできる．
　以上の文脈の中で，ベックはライフスタイルに
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ついて，特に「個人化」との関連で論じている．
個人化は 3つの次元で議論される．1つ目は，「伝
統的支配関係と扶養関係という意味における，歴
史的にあらかじめ与えられていた社会形態と社会
的結びつきからの解放（解放の次元）」であり，2

つ目は「行動に関する知識や信仰や行為に関する
規範について，伝統が確実に保証していたものの
喪失（安定性の喪失の次元）」，3つ目は「概念の
意味がいわばその反対へとひっくり返るような形
で，社会のなかに全く新しいやり方で組み込まれ
る（統制ないし再統合の次元）」である．
　1つ目の次元は，要約していうならば伝統的な
家族形態など「伝統的な結びつきや扶助関係」か
らの解放を指す．しかし，「それと交換に，労働
市場からの強制や，消費者としての存在であるが
ゆえの圧迫や，それに内包される標準化と管理と
いう強制を強いられることになる．」人生は個々
人が自由に規定するものだということは，ここで
意識形態として普及することになる．それ以前は，
出自によって規定されているものだった．一方で，
人が流行や社会関係や景気や市場という新たな存
在に規定される存在となった．つまり，流行や社
会関係や景気，市場に起因するリスクに影響され
やすくなった．
　2つ目の点は，そのような変化が個々人の意識
下においても起きているという点である．「人生
は個々人が自由に規定するものだということは，
ここで意識形態として普及することになる．それ
以前は，出自によって規定されているものだっ
た．」ということが，社会の中で（個人の外側で）
起きていることになる．つまり，個人の主観的な
状況（意識形態），個人の考えとして，そのよう
な考えを持つようになるに至った．3つ目の点は，
上記の変化が社会にどのような変化をもたらすか
ということである．社会は，さきの 2つの変化を
前提として制度や人々の行動様式を作りかえる．
個々人が伝統的な社会関係から解放されるとき，
その個々人は現代的な労働市場にその職業を得
て，収入を求めるようになるが，社会はさらにそ
の変化を前提とした様々な制度を再構築する．そ
して，そのような制度に適した教育制度を整備し，
家族制度を作り上げるといった具合である．

　これらは，まさに個々人のライフスタイルその
ものが，個人と社会の相互作用として構築されて
いくことを指摘している．現代のライフスタイル
は伝統的な家族や価値規範から脱却し，現代の労
働市場に適したライフスタイルとなっていく．さ
らに，そのようなライフスタイルが社会の様々な
制度を再構築していくのである．
　ベックの指摘した社会の「個人化」は，人口統
計からみても，その通りのことが起きている．前
節で，国立社会保障・人口問題研究所の推定結果
による「人口減少と単身世帯の増加，少子高齢化
の進展」の状況について紹介したが，文字通りベッ
クの記述している社会の帰結として，伝統的な家
族形態の家族（複数世代の同居からなる家族，も
しくは核家族）は減少している．意識面からみて
も，程度の差こそあれ，個人がそれぞれ「人生は
個々人が自由に規定するものだ」という考えを実
現した結果，さまざまなコミュニティにおける個
人の「伝統的」もしくは「規範的」役割分担，役
割意識はかなり希薄になってきていることを様々
な調査結果が示している．
　アメリカの比較政治学者であるイングルハート
は，欧州の社会調査であるユーロバロメータの
データを分析し，「物質主義」「脱物質主義」につ
いて論じた．その後，彼のこの仮説は，世界価値
観調査に引き継がれ，世界 40カ国以上に拡大し
て現在も継続している．イングルハートによれば
（Inglehart, 1990など），調査したほとんどの地
域で，時を経るにつれて社会の構成員の中で脱物
質主義価値観を持つ人々が物質主義価値観を持つ
人を数で上回るようになる．脱物質主義的価値観
を持つ人々は，一般的に環境保護運動を支持する
傾向が強く，また自立的で自己実現を重視する傾
向が強い．

4.3　�持続可能なライフスタイル・シナリオの構築
　フューチャー・ダイナミクスは，スキャニング
手法と強制発想法を併用した未来洞察手法であ
る．その基本構造は，未来イシューと呼ぶ「市場
や業界の未来の方向性や課題」と，数多くの文献
から様々な新しい試みの報告をピックアップし，
それらを材料としたスキャニングによる「（現在
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の延長線上にない）社会や生活者の変化」からな
るマトリックスに将来の起こりうる変化を推測
（強制発想）させるもので，その推測結果をワー
クショップ形式で議論しながら練っていくもので
ある．
　この国立環境研究所で実施した 2030年持続可
能なライフスタイル・シナリオの構築にあたって
は，このフューチャー・ダイナミクスの手法を採
用した．まず，ライフスタイルの未来像を検討す
る際の前提条件は何なのかから議論を開始した．
特に人々のライフスタイル自体を持続可能なもの
にする際のリスク要因に留意した．これは，先に
説明したベックの議論をふまえたものである．そ
のために，様々なライフスタイルを具体的に記述
するという作業を行いながら，その記述において
ライフスタイルが変化するポイントについて多く
の専門家，実務家の協力を得て，議論しブレーン
ストーミングを行った（図 4）．
　その結果，16のライフスタイル像が得られた．
さらに，その 16のライフスタイル像におけるラ
イフスタイル変化の要因を検討した．リスク要因
としては，経済（不景気，失職，就職など），健
康（自分自身もしくは家族の病気，介護など），
コミュニティ（コミュニティや個別の人間関係の

崩壊など），セキュリティ（非正規雇用など就業
の不安定さ，地域の人口減少による地域社会の崩
壊，社会保険制度の疲弊など）の 4つが見いださ
れた．さらに，16のライフスタイル像から重複
部分の大きなもの等を検討し，8つの「未来のラ
イフスタイルと消費の潮流」として統合した．
　この 8つの潮流と多くの将来の方向を示すと考
えられる様々な文献に現れる兆候を加味し，4つ
の将来シナリオを物語形式で記述した．物語形式
にした理由は，日常生活を送る個人を描き出すに
際して矛盾のある設定を避けるためである．
　既に検討されたリスク要因が反映され，健康，
コミュニティ，ICT，介護に関するシナリオが描
き出されることとなった．

4.4　シナリオ構築作業から見えてきたもの
　今回の作業から見えてきたものは，我々が生活
していく上で直面するであろう様々な「リスク」
にどう対処していくか，そのリスクへの対処能力，
対処できる社会の構築が，これからの持続可能社
会の構築に必要不可欠であるという視点である．
これは，ベックが指摘してきた社会の変化そのも
のである．
　そのリスクへの対処は，個人で可能なものもあ
るが，社会全体で取り組まなければならないもの
もある．また，人がどう生きていくのかについて，
それぞれの人生の岐路における選択に依存するも
のもある．たとえば，4つ描き出されたシナリオ
から「健康」を取り上げてみよう．「健康」は，
社会的側面における重要な要素の 1つである．こ
のシナリオでは，社会で働いたり，老後の生活を
送ったりしている 1人ひとりが健康について配慮
した生活を送るように努めるというのがシナリオ
の内容であった．しかし，シナリオについて，一
貫性のある記述になるように背景などを書き込ん
でいくにつれて，社会全体で健康を維持できるた
めの仕組みを整えていくことも重要という記述と
なった．そのためには，社会全体で関連の制度を
整えていくと共に様々な技術を活用していくこと
も必要となる．
　また，リスクという観点は，社会において人々
がリスク対応できる体制が整っているかどうかと図 4　ライフスタイル・シナリオ構築の手順
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いうベックの議論にもつながる．我々の作業の結
果導き出された 8つの潮流は，社会における様々
な格差が拡大し固定されていく可能性を示唆して
おり，人々のリスク対応能力についても格差が拡
大していく可能性が指摘される結果となった．

5.　企業活動と環境会計

　企業活動は基本的には経済効率性を追求するこ
とで成立している．そこに環境効率性の追求をい
かに入れ込んで両立を図るような仕組みを整える
かということは，ここ数十年来の企業の環境対策
を考える研究者の大きな課題であった．徐々に方
策が見え始めたのは，過去の公害対策などのよう
な，負の活動をなんとかゼロにまで戻すという考
えだけでなく，企業の社会貢献という考え方が普
及してきたことや，消費者側の変化に呼応して環
境ラベルなどの表示で消費者の選択により環境対
策を行うことの価値を消費者に認めてもらうとい
うポジティブな働きかけが行われるようになって
きたあたりからであろう．個別の環境負荷排出対
策から企業の内部システムの再構築，経営そのも
のの考えの変化と徐々に経営の本質にせまってき
たともいえる．
　さらにそれを推し進めて，企業内部の会計シス
テム（お金の流れ）と物流システム（ものの流れ）
の両方から，つまり経済効率性と環境効率性の両
立を図る方法の提案がなされるようになってき
た．その 1つが，マテリアル・フロー・コスト会
計（MFCA：Material Flow Cost Accounting）であ
る．そしてこれを LCA分析と組み合わせること
で，経済効率性と環境効率性の両立が可能になる
局面が見えてきた．

5.1　ロスの概念
　経済効率性と環境効率性の両立が困難であった
大きな理由は，基本的なコンセプトの 1つである
「ロス」の概念が異なっていることが第 1にあげ
られる（図 5）．図 5に示すように，環境効率性
は基本的にはインプットから見た効率性であり，
ロスとは製造にあたって廃棄されるものを指す．
経済効率性はアウトプットからの視点であり，ロ
スとは獲得できなかったもの（機会損失）を指す．

そのため，従来型の会計においてはロスと見なさ
れる，在庫，遊休設備，仕損品が，MFCAにお
いてはロスとは見なされないことになるという大
きな違いがある．
　また，従来型の会計においては，製造された財
の材料や重さは記録されることはない．しかし，
MFCAにおいては，その重量もまた重要な情報
として取り扱われる．そのため，インプットから
見て失われる材料の「重さ」が重要となってくる．
インプットから見て失われる材料とは，多くの場
合，製造に当たって使われない結果となった廃棄
物である．産業廃棄物の処理には多大な費用を伴
う．この会計手法の違いが製品製造にあたっての
技術革新を引き起こした例もあるという．1例と
して，眼鏡レンズ等，精密な加工の必要な製品に
おける製造方法の変化があげられる．もともとは，
粗く整形した原材料を精密に削って製品に仕上げ
ていたのだが，そうすると切削の際に削りくず（原
材料のロス）がでる．そこで，最初から原材料を
精密に成型して，切削ロスを最小にする方法が考
案された．これをニア・ネット・シェイプなどと
いう（日本粉末冶金工業会，2014など）．

5.2　MFCAと LCA手法の組み合わせ
　また，この両立は，同一企業内での工夫を生む
のはもちろんであるが，サプライチェーンの中で
の協力体制をもつことが有利になる場合もあり，
企業間の協業体制の促進につながっている例もあ
る（たとえば，北九州市エコタウンセンター，
2016など）．プレコンシューマー材のカスケード
的な利用につながることで廃棄物量が減少する
し，また原材料の購入費用をおさえられることも
ある．

図 5　ロスの概念の相違
出所）國部克彦（2015）による．
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　このようにMFCAの導入は非常に有効なので
あるが，外的条件によっては経済効率性が優先さ
れる状況になることがある．このような場合で
あってもMFCAの適用を確保していくための方
法の 1つが LCA手法との組み合わせである．
LCA手法と組み合わせることによって，環境へ
の負荷が把握可能となる．
　この統合の 1例として，ノボ・ノルディスク社
の統合報告書に掲載された，金融，社会，環境パ
フォーマンスの勘定評価がある（Novo Nordisk, 

2015）．同社は，この評価に対して，この会社は「ト
リプル・ボトム・ライン」とのタイトルをつけて
いる．同社はデンマークに拠点を置く医薬品関連
の会社である．同社の主要な事業の対象である「患
者」を中心におき，その周囲に財務的な責任 

（8.6 DKK billion expensed in company income tax 

（＋13％）および 34.9 DKK billion in net profit（＋
32％）），環境に対する責任（107 thousand tons of 

CO2 emissions （－11％），3,131 thousand m3 water 

consumption （＋6％）），社会的責任（41,122 em-

ployees （＋5％），26.8 million patients use our dia-

betes care products （＋10％））の 3面から数字で
の評価を与えている．金額ベースの数字と，物量
もしくは人をベースにした数字の両方で評価され
ていることがわかる．

6.　結びに代えて

　持続可能な消費と生産の議論は，消費者の環境
配慮行動の促進と企業の環境対策という狭い範囲
の議論と捉えられることが多い．しかし，本稿で
は，それだけではない個人・企業という様々な活
動主体のそれぞれのあり方・活動だけでなく，社
会全体としての仕組み・あり方，ものや資金の流
れを合わせて検討していくことが必要という視点
を指摘した．消費者が個人でできることはしれて
いる．個人の努力では限界がある上に，ライフス
タイルの多くを規定する社会の仕組みが変わって
しまうと努力の方向も変わってしまう．企業の環
境対策も同様であり，生産工程，経営の意思決定
の段階から見直さないことには，市場において不
利な状況になると簡単に環境対策を切り捨ててし
まうことにつながる．

　欧州では社会イノベーションの理論を持続可能
な消費と生産（SCP）の議論に適用しようという
動きがでてきた．彼らの研究発表の方向性をみて
いると，社会イノベーションによって環境問題の
解決だけでなく，雇用も確保し，社会的な公平性
も担保しようという意図が感じられる（European 

Social Innovation, 2015）．このような社会全体の
仕組みから検討する動きが，持続可能社会の構築
には必要なのであろう．
　※ 本稿は，環境経済・政策学会 2015年大会で

のシンポジウムをもとにしたものである．第
1節は主に，堀田康彦氏（地球環境戦略研究
機関）「国連環境計画の 10YFPの現状と展開
について」をもとにしており，第 5節は，國
部克彦氏（神戸大学）「持続可能な消費と生
産を巡る企業の取り組み」をもとにしている．
第 2，3，4節は青柳みどり（国立環境研究所）
「持続可能な消費とライフスタイルに関する
シナリオ構築」および総合討論におけるフロ
アからの質問（特に神戸大学石川雅紀教授か
らの質問）を中心に構成している．ここに記
して感謝の言葉としたい．
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