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RIO+20へ向けて国連への地球サミット 2012Japanからの INPUT（日本語版） 

2011年 11月 1日 
 

はじめに 
	 3月 11日に、日本を襲ったM9.0の地震によって、いくつか
の町が津波によって破壊、あるいは消失した。また、自然災害

だけではなく、首都圏の電力需要のために建てられ運用してい

た福島県の原子炉が、空気、土壌、そして海に深刻な放射能汚

染をもたらした。度重なる余震は、私達に上の事象が過去完了

形ではなく現在進行形であり、否が応でも、真の持続可能な社

会を再構築し、代替ソリューションを示さなければならないこ

とを促している。少なくない人々が、これ以上、大地や自然とのつながりを犠牲にし、また、自らの伝

統文化や精神をすり減らせる社会システムのパラダイムには、無理がありそうだと気づき始めている。

一方で、日本は、長らく、日々の暮らしの中で、知らずと、長い間、自然と途上国の人々を搾取してき

た経済大国でもある。私達が切望する子孫が安心して健康で充実した人生をおくることができる持続可

能な未来のために、今できることは何であろうか？ 
 
	 地球サミット 2012 Japanは、リオ＋20に向けてのプロセスに関わるため包括的なプラットフォーム
を提供する非営利のマルチステークホルダーネットワークである。人類の長い旅に貢献するために、持

続可能な未来に向けて新たなパラダイムを作るのために意欲を燃やしている。地球サミット 2012	 
Japan のインプットは、13 歳の少女、セヴァン・スズキが 1992 年の地球サミットの会場で各国首脳を
前に「直し方のわからないものを、もうこれ以上壊さないで下さい」と訴えた伝説のスピーチに応え、

20年後の日本からの回答として作成された。 
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1.「直し方のわからないものを壊さない」経済学～グリーンエコノミーへの提案 
	 第１部が、セヴァン・スズキへの回答、「直し方のわからないものを壊さない」ための経済学への提案

である。具体的には、「自然資本を使ったら、使った人が責任を持って元通りにする」という「利用者回

復の原則」と、「かけがえのなさ」は、同じものを得るまでに回復までかかる待ち時間の総量で測る提案

である。回復周期よりも利用のスピードが早い場合は、壊しすぎてしまったものを回復するまで時間を、

Ecological Debt（回復待ち負債）として計上して、報告を求めることで、どれだけ取り返しのないこと
をしているかをプロジェクトや商品単位で測ることができる。これらの提案により、一人一人が自覚し

て、直し方が分からないものは壊さず、回復周期が長く「かけがえのないもの」はなるべく避けて利用

するようにはじめてできるようになる。 
1.1.「利用者回復の原則」  

	 自然資本のこれ以上の毀損を止めるため、自然資本を使用したユーザーが資本減耗分を回復するルー

ルを提案する。これを、「利用者回復の原則（以降 URP）」と呼ぶ。 
	 共有材的性質を有する自然資本を、世代を超えて持続的に利用するため、自然資本の利用者は原状回

復とコスト負担の責任を有する、という考え方を中心とした「利用者回復の原則」を確立し、各主体の

取り組みの促進や指標づくりに活用する。1970 年代に確立した「汚染者負担の原則」（polluter-pays 
principle）は、公害型の環境問題に対応する汎用性の高い原則であった。一方、「利用者回復の原則」は、
共有財的性質を有する自然資本の保全と持続可能な利用に即した新たな原則であり、図書館の本やレン

タカーのように、使ったら元に戻す、毀損した分は原状復帰の対価を支払う、というシンプルな考え方

を軸としている。また、こうした考え方は、自然を対象化する西欧近代的な捉え方ではなく、東洋的な

自然の捉え方とも親和的である。すなわち、現世代は、数億年の自然の営みや世代を超えた人為によっ

て受け継がれてきたものを一時的に借り受け、恵みを享受しているにすぎず、やがて元の姿のまま将来

世代に受け継いでいくべきであるとの考え方にも合致する。 
	 このルールが適用されれば、自然資本の再生スピードを超える利用を断念させ、自然資本を上手く活

用する正しいインセンティブを利用者与える。URPが適用されると、自然再生のペースから逸脱した利
用をする場合、自然の復元プロセスを支援し、回復中に他の人が機会費用損失に補償する責任が発生す

る。 
	 URPは、以下の 3つの機能を持つ。 
(1) URPは、「自然資本の回復のスピードを超えない」という実用的な行動規範をユーザに提供する。公
共財がオープンアクセスであるときに過剰生産を導く"コモンズの悲劇"を防ぐために、従来は、地域社会
のローカルルールを確立を通じてきたが、今や、参入退出が自由な多国籍企業によって、この悲劇が各

地で招かれている。URPを国際的に制度化することによって、多国籍企業の国境を越えた広範な活動に
も適用できるようになる。 
(2) URP は、誰の意図によって過剰な利用が促されたかによって回復のための責任分配を定義する。多
くの場合、持続可能な自然資本のコストと便益は、場所と社会の間で不均等に分布する為である。便益

を得たいと意図した主体がその結果に責任を追うのが公正である。URPは、使用の割合に応じて利用者
間で責任を割り当てられる。例えば、森林生態系からの恩恵が林業家と農民にあると仮定したとき、農

家は手入れの行き届いた森林で培ってきた水を利用して作物を育てるし、森の住人は森林と収穫の木材

を維持する。林業家が持続可能なペースで森林をマネジメントし木材を収穫する場合、URP に従うと、
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利用者は農家であり、林業家にメンテナンスコストを払う必要がある。一方で、林業家が過度に木材を

収穫して森林が劣化した場合、農家も林業家も、森林の回復まで待つか、あるいは植林や生態工学的な

方法（一般的には高価な方法）を通して、復元を支援する必要がある。このケースでは、URPは、林業
家が、回復のコストを負担し、また農民に機会費用を払う必要がある。 
(3) URPの 3番目の機能は雇用と技術革新を促進することである。URPによって割り当てられた責任と
報酬（支払い）によって、自然資本の持続可能な管理や回復に関連するビジネスチャンスが広がること

である。例えば、森林であれば、維持管理や間伐の仕事を提供したり、森の生態系をより低コストで速

やかに復元させるプロセスを促す技術革新を促す。 
1.2.	 持続可能性指標への“回復周期”の概念の導入と回復待ち時間版"環境負債（Ecological Debt）

" 
	 現在、持続可能性指標は、自然資本をはじめとして、市場で取引されない財やサービスの価値を指標

に組み込み、評価する試みがなされている。例えば、改訂作業が行われている環境経済統合勘定（SEEA）
や、OECD グリーン成長指標などグリーン経済に関わる指標案においては、自然資本の保全と持続可能
な利用を促進するため、自然資本のストックや変換効率（資源効率）を組み込む方向で検討がされてい

る。 
	 一方で、共有財的性質を持つ再生可能な自然資本については、これら資本の総量に関する視点では不

十分で、“回復周期”についての概念を導入する必要があると考える。なぜならば、これらの自然資本は、

現在の利用の度合いに応じて、将来の回復速度が変化するからである。一般には、現在の利用が多けれ

ば多いほど将来の回復速度は小さくなり、一定の水準を超えると回復不可能な状態となる。こうした現

在の利用と将来の回復との関係を、当該自然資本が原状に復帰するまでの時間の長さ（＝周期）で捉え

る必要がある。自然資本のストックや資源効率に加え、このように回復周期の概念を導入することによ

り、前述の「利用者回復の原則」とともに、各主体の自然資本利用の持続可能性の度合いを評価するこ

とができる。また、こうした評価軸を設けることにより、自然資本の変換効率（資源生産性）だけでな

く、変動に対する回復力を早める方向でのイノベーションが促進される。 
	 自然資本の補償の国際的なルールはまだ明確ではない。生物多様性オフセットのメカニズムとエコロ

ジカルフットプリントは、この分野において有力な方法の 1つだが、その用途が制約されている。特に、
自然資本への環境影響を国の会計として反映する環境会計へ組み込みには、この制約は課題になる。 
	 自然資本の価値は、Willing-to-Pay（仮想支払い）によって人が価値を認定し評価するのが困難なケー
スがあり、このような場合、資本の減価償却の量を「回復する待ち時間」を測定する方が簡単といえる。

この点において、今回提案する回復待ち時間を負債と考える時間版の"環境負債（Ecological Debt）"（以
降、従来からの環境負債（Ecological Debt）の概念と区分けして記載するために"環境負債"と表記する）
は、自然資本の減価償却を時間で比較するために使いやすい。"環境負債"は、過度の利用からの回復の待
ち時間によって時間の単位で測定される自然資本のストックの概念である。これは、自然資本の使用に

あたって社会的に責任ある意思決定を促すための指標として使うことができる。 
	 URP ルールによって、自然資本の利用者は"環境負債"を排除する必要がある。もしも自ら回復すべて
の"環境負債"を解消できない場合は、金銭にて補償するか、自らの能力で回復できる種類の"環境負債"の
保有者と債務を交換した上ですることができる。互いに自ら専門知識を持っている種類の"環境負債"をス
ワップ（交換）することを奨励することで、負債を除去のために、社会的総コストが減少する。 
	 例えば、道路、鉄道、上下水道、電力網などの社会インフラ投資や、の際の環境負荷については、"環
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境負債"を計算することができる。また、"環境負債"を使うことで、私達は、購買する製品・サービスが、
同一のものが再生産されるまでに必要な自然資本の回復の"待ち時間"として表示できる。この値は、ライ
フサイクル全体の観点から、回復時間を集計して計算することができる。"環境負債"は私達にどれだけの
森林や土壌、本製品の使用、その製造工程で、どのくらい私達が森林や土壌自体を再生成するまで待た

なければならないを表示する。私達が日常生活の中で商品やサービスの生産に利用されている自然資本

の持続可能性の程度を表示する方法に国際的な基準を確立することではじめて、消費者と事業者は社会

的責任を負うことができるようになるのである。 
 

 
（図１）利用者回復の原則(URP)： 
	 	 	 	 自然資本の利用者が、回復時間で計測した"環境負債"を解消する責務を追う 
 
1.3.	 産業政策：「エコウェルス」をデザインする有限設計イニシアチブ  

	 私達は、健康で充実した人生をおくるライフスタイル

の実現のために、家計において希少資源である時間を節

約できる便利なソリューションを提供する製品やサービ

スを買う。従来は、大量生産大量消費が廃棄を考えなく

て済み最も効率的であったが、今や、地球の自然資本の

限界を意識し、環境制約を受け入れた持続可能なバリュ

ーチェーンに変わることは避けられない。私達は、持続

的に使用される必要な商品やサービスとは何かを改めて

考える必要がある。 
	 ライフサイクルを通しての自然資本の回復時間よりも十分長い間利用できる財（財というよりも、長

く利用するためにストックの概念の富といえる）をエコウェルスと呼び、強く推奨したい。例えば、ケ

ルンの大聖堂や、ヨーロッパの古都市、日本の茶室や茶器、歴史的なアンティークは、時代を超えて利

用されるばかりではなく、進化と時間の経過とともにその価値を低減させないばかりかむしろ高めるこ
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とすらある。そのような、時代を超えて長く使われるエコウェルスをデザインをするには、製品の耐久

性を加えるばかりではなく、ライフスタイルのデザインを深く見つめる必要がある。 
	 したがって、国際社会は、プロダクトデザイナー、世界的な研

究機関、企業、伝統的な職人、生活者などからなるマルチステー

クホルダーイニシアティブで、以下ような研究を進める必要があ

る。 
・「有限性」を受け入れた設計概念のブレイクスルー 
・持続可能なデザインと有限設計との共通プロトコルの開発に関

連する機関間の共同研究 
・消費者の責任ある自主的な行動を促進するためのメカニズム 
	 また、具体的な商品・サービスに反映されるためには、以下の政策誘導も求められる。 
 （1）より緊密な協力	 ; 有限設計に資する共通の製品のプロトコル 
 （2）開発とリサイクルとリユースのためのプロセスや部品における共通化 
	 (3）トップランナー方式による拡散 
 （4）自然資本稼働率の持続可能性の度合いの可視化、シミュレーション、管理 
	 特に、グローバルな問題の解決のため、消費者の役割は重要であり、このためには消費者が自分の責

任と自主的な行動を理解し、奨励するための市民教育が必要である。また、選択肢のための「環境ラベ

ル」の実施の促進を国家が主導し、民間部門を含むすべてのステークホルダーが関与する必要がある。 
1.4.	 Green Info Structure （自然資本マネジメント統合情報基盤）の提供  

	 もしも、誰でも容易な方法で、環境と商品・サービス等の関係付けされたデータにアクセス・追加・

更新できるオープンな情報基盤があれば、グリーンエコノミーに関する情報や知識やノウハウが蓄積さ

れ、社会全体の推進が加速しうるだろう。そこで、こうした基盤、"Green Info Structure "を、国際的に
定義し、標準化し、構築することを提案したい。国連とその加盟国は、国際共同プロジェクトとして情

報構造の標準化を検討し、自然資本データベースを構築し、全ての利害関係者とそれらを共有するので

ある。"Green Info Structure "は、以下で例示するように、自然資本の情報に関する多層管理システムで
ある。 
	 第１層は、自然資本に関わる科学的基礎データベースである。例えば、GEO-BON 等で収集されてい

る生態学的データに加え、"環境負債"を推定に必要な情報、つまり、生態系の回復速度（再生率）や様々
な自然資本のストック量を含める。 
	 第 2 層では、第１層の科学的データを元に社会的な価値を付加するレイヤである。地域の生態系サー
ビスや、地域社会の生活に根付いた生態系など、人と自然との関わりについて、地方自治体、研究機関、

または民間組織が、自然資本の現在の状態に関する最新の情報をアクセス・更新する。 
	 第 3層は、利用者用、すなわち、自然資本へのアクセスに関するレイヤである。企業、NGO、研究機
関、および他の利害関係者が、今後の利活用についてスケジュールを登録する。現在の状況や自然資本

の展望について意見を言うこともできる。この上で、商品・サービスの"環境負債"の計算やスワップ取引
などのアプリケーションを構築することができる。 
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2.「リオ＋20の成果物への期待」 
第２部では、１年をかけて各地で行われたマルチステークホルダー対話集会（勉強会）を通して集まっ

てきた「あるべき 20年後の姿（The Future We Want!)」と「リオ＋20成果物への期待」を集約してま
とめた日本からの声のサマリである。 
2.1. 「直し方のわからないものをこれ以上壊さないで」  

	 森林、土壌、漁業資源、水、生態系といった自然資本は、私達が健康で充実した人生を送るために不

可欠な要素である。19 世紀以降、人類は産業資本・金融資本の急激な蓄積を進めたが、それと引き換え
に自然資本の減損や劣化を招いてきた。その結果、これらの資本の相対的な稀少性は逆転し、特に近年

では、先進国及び新興国を中心に世界の消費は急増する一方、一人当たりが利用可能な自然資本の量は

それを上回るペースで減少している。このままの発展のパターンでは、今後 90億人になる人口を支えら
れなくなる恐れがある。また、10 億人を超える飢餓人口をはじめ、貧困への対応は一刻の猶予もない喫
緊の課題である。先の金融危機と食糧価格高騰が飢餓を拡大させたように、局地的リスクが瞬時に世界

中に伝播する状況下では、グローバルな危機は脆弱化した自然資本に依存する貧困層の生活基盤を直撃

する。今後、上述のような自然資本にかかる制約の増大とともに、こうした貧困層をめぐる状況は一層

悪化する危険性を抱えている。さらに、2025年まで生じる 7億人の新たな労働力人口を吸収できる雇用
機会を創出することは、貧困を食い止めるためにも、国際社会が一致して取り組むべき大きな課題であ

る。持続可能な発展を実現し、70 億人が健康で充実した人生を送ることを可能とするためには、自然資
本の保全と持続可能な利用を軸としたグリーン経済への移行を図るとともに、それを通じて新たな雇用

（グリーン雇用）を生み出し、貧困の解消を図ることが不可欠である。 
2.2. UNEP 	 "グリーンエコノミー報告書"の評価と限界  

	 UNEP や OECD などの国際機関からなされているグリーンエコノミーの提
案は、以下の点で歓迎したい。 
・自然資本のストック維持や資源生産性の向上を図るための汎用的な政策ツー

ルや指標のあり方が示されていること 
・労働集約性が高いグリーン産業へのシフトを促すことで、貧困層の所得向上

やキャパシティ・ビルディング、さらには社会参画によるエンパワメントにつ

ながること 
・先進国・途上国がともに主体的な解決の担い手となり得ること 
	 一方で、既存の提案には、以下の点で限界がある。 
i.	 今後の人口増加と自然資本の毀損・劣化によって課される制約が今後どの程度となり、どれくらいの
内容・速度・規模で発展パターンを変えていく必要があるのかについて、人類全体の共通認識を醸成す

る方向性が示されていない。 
ii.自然資本を、私的財同様に扱っており、特に、自然資本のうち再生可能かつ共有財 としての性質を有
するものについて、その経済的・社会的性質を十分に捉えていない。 
iii.公共投資による誘導等を通じた生産サイドの改革が中心であり、グリーン経済に個人のライフスタイ
ルや価値観のシフトがどう関わり、そこに消費者や企業がいかに貢献し得るかという視点が欠如してい

る。 
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2.3.	 GDPの成長を超えて（Post	 GDP指標）  

	 経済社会開発の指標という点では GDP は制限があるため、国際社会は、1990 年代以降、環境要因と
社会的要因を組み込む様々な持続可能性指標を開発した。OECD 及び国連環境計画（UNEP）では、環
境経済統合勘定（SEEA）の拡張が検討されている。最近、いくつかの国際機関では、景気循環の評価に、
自然資本の資源生産性のストックと評価を組み込もうとしている。グリーンエコノミーを促進するため

には、規制とインセンティブ、管理ツールと自主的な努力などがあるが、生活の質を測ることができる

指標も有効である。持続可能性指標には、自然資本ストック量、資源生産性と再生速度を含める必要が

あるだろう。こうした指標の実装を通じてこそ、社会に環境に配慮した生産技術、製品やサービスを組

み込むことに成功する。 
2.4.	 生物多様性・愛知目標達成と両立する「グリーンエコノ

ミー」  

	 前述の状況を改めるため、自然資本の回復力を改善し、自然資本

の速度を適応させる必要がある。私達は、自然資本の世代間を超えたリスクとコストを反映した経済的

なメカニズムが必要である。グリーンエコノミーは、2010 年に開催された第 10 回生物多様性条約締約
国会議（CBD - COP10）で採択された、生物多様性・愛知ターゲットに基づき、持続可能な生態系サー
ビスの利用を促進することが望ましい。以下に示すのが、生物多様性に配慮したグリーンエコノミーを

推進するためのポイントである。 
・生物多様性と持続可能な開発のための資金確保 
	 産業構造の転換（公正な移行）と共に、環境と生物多様性に貢献するグリーンジョブ（緑の雇用）の

数を増やすことが求められる。特に農業・林業及び水産業、金融のグリーン化が、重要な問題である。 
・自然資本のバランスを破壊しない新しい消費スタイル確立 
	 個々人が環境情報をもとに購買の意思決定を促せるよう、適切な指標と進捗状況を監視できる取り組

みを推進すべきである。たとえば、ふゆみずたんぼで見られる水田の適切な水管理への変更は、生物多

様性と食料生産を両立させる。 
・グッドプラクティスの共有 
	 生物資源の持続可能な利用と回復方法、遺伝資源の利用から生じ

る利益の公正かつ平等な分配などにおいての好事例をもっと共有

すべきである。たとえば、生物多様性と地域活性化の双方に着目し

た事例として、「元気大賞」が参考になる。持続可能な社会づくり

のモデルケースの表彰であり、農林水産業などの基幹産業を地方の

伝統や文化に基づいて、ボトムアップから進める事例が多数ある。

日本の震災復興において、開発と生物多様性保全のバランスを取り

ながら復興を試みる例もある。例えば、「海と田んぼからのグリー

ン復興プロジェクト」では、ふゆみずたんぼで生態系の力を借りな

がら震災復興を進めている。	  
2.5.	 グリーンエコノミーのキャパシティビルディング（イノベーション、ファイナンス、アン

トレナーシップ）  

	 国際社会は、70 億人の健康で充実した人生を提供し、自然資本の保全と持続可能な資源利用を可能に
する起業家精神と技術革新を支援する必要がある。事業会社が努力を促すために、環境に配慮した技術
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や製品や評価やプロモーション方法の開発と普及、優遇税制、表彰制度、会計基準等の整備である。 
・ISO26000 国際的な基準とガイドラインの活用：	 グリーンエコノミーを実現するためのツールとし
て、国際標準規格の利用も効果的である。グリーンエコノミーを国際的なレベルで推進する組織の管理

ツールとして、ISO26000に注目すべきである。 
・責任ある投資（PRI 金融）へのシフト：	 投資行動の透明性を高め、グリーンエコノミーをサポート
する資本市場を発展させるために、世界の機関投資家に責任投資（PRI）の原則の適用を強く勧めたい。
また、会計報告書は、事業や金融の記載にとどまらず持続可能性の問題を統合することを制度化するこ

とを勧める。 
・BOP ビジネス：	 途上国における BOP ビジネスは、貧困線以下の暮らす人々に、ビジネスの立ち上
げと生活を応援し、購買力を高め、事業拡大支援を通して経済成長を促し、貧困根絶に貢献するため、

脚光を浴びている。 
2.6.	 個のネットワーク力が促す、新しいイノベーションスタイル  

	 個人的なネットワークの成長こそ価値創造のエンジンであろう。 
	 私達は、新しいイノベーションスタイルを加速させるために次のことを提案する。 
・個人の取り組みへの権限委譲：	 個人は、持続可能なグリーン経済創造の主人公であり、責任者であ

る。組織の構成要因であり、時間や政策選択の主体であり、購買者である。持続可能な社会に変革する

要は、個個人が最終的な責任を持っていることを自覚して行動することである。すなわち、私達が、持

続可能性のための方法を学び（ESD）、共通の未来のためのライフスタイルを生み出せるか、が成功の鍵
である。 
・個々のエンパワーメントにつながる情報共有と能力開発システムへの投資	 ：	 科学的知識や経験を

相互に交換し、相互作用を生むためのオープンアクセス可能な草の根同士の知のネットワークが発達す

れば、世界の人的資本にアクセスできることになり、社会的に革新的なアイデアやサービスを提供し、

再投資したり、新たな富を創造できるようになる。 
・参加型民主主義を強化するソーシャルメディアの活用	 ：	 持続可能な開発を促進し、個人の役割を

サポートするために、メディアの定義とその役割を再定義することが重要である。参加型社会を促進す

るソーシャルメディアの双方向コミュニケーションが重要である。携帯電話技術の進歩、サイバー空間

におけるソーシャルネットワーク、増え続けるウェブは、移動時間を短縮し、人々と社会の間に存在し

た障壁をなくし、オープンな学習環境を提供し、人々のコミュニケーション方法や仕事の方法を変え、

知的生産性と人間生活への影響は大幅に強化している。国境を越えて、共通のビジョンの下で持続可能

な社会を作るために革新的なアイデアを提供することが可能である。 
 
2.7.ポストミレニアム開発目標（MDGs）と、新しい経済発展パターン研究の立ち上げ。  

	 国際社会は、様々な分野の研究者や利害関係者を含む、開発パターンの評価のためのチームを結成す

ることに同意することを推奨する。これらの研究結果は、2013年公開を目指し、ポストミレニアム開発
目標の枠組みの検討のための基礎として使用できる。このチームは、(1) 経済発展のパターン選択肢、(2) 
2015年時のミレニアム開発目標と施策の評価、(3) 対応開始のタイミングに応じたコストの違い、(4) イ
ノベーションや新たな経済的な機会などを調べる必要がある。 
 


