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フォーエバーマーク パネルディスカッショ
ン ポッドキャスト281019

「パワー オブ ダイヤモンド（ダイヤモンドの力）」へようこそ。私
はサマンサ・コンティ、『Women’s Wear Daily（ウィメンズ・ウ
ェア・デイリー）』ロンドン支局のチーフです。本日のパネラーを
紹介します。私の左にいるのがタスクのCEOチャーリー・メイヒ
ュー氏、コンサベイション・ソリューションズの共同創設者ケスタ
ー・ヴィッケリー氏、そしてフォーエバーマーク会長のスティーヴ
ン・ルシア氏です。これから、アフリカの野生生物保護と、フォー
エバーマークとデビアスが行ってきた取り組みについてお話し
したいと思います。

3人が行っていらっしゃることについて状況をお話しいただき、そ
の緊急性と、なぜその仕事がそれほど重要なのかが伝わる絵を
描くことができたら面白いと思います。

最初の質問は、実際のところ、この密猟の問題がどれほど切迫し
ているか、ということです。また、これが誰の責任なのか？ サイや
ゾウの命を守り、繁殖させるための最大の課題は何か？というこ
とについても考えたいと思います。

サマンサ・コンティ：

密猟危機は、おそらく多くの方がご存じだと思います。それは、
私たちが見たところ、古くは70年代、80年代に遡ります。これを
きっかけとして1990年にタスクが設立されました。当時、年間
約10万頭ものゾウの命が密猟者によって奪われ、ゾウの頭数が
大きく減少しました。ゾウの頭数は当時、およそ130万頭から70
万頭ほどに減りました。それ以降も頭数は減少し続け、サバンナ
のアフリカゾウについては35万頭程度になっているはずです。

チャーリー・メイヒュー：ありがとうご
ざいます。
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ゾウの頭数は現在も減り続けていて、理論的に見ると、大陸全体
で年間約2万頭のゾウが密猟されていることになります。しかし、
このような数字がある一方で、希望の光のようなものも確かに
見え始めているように思います。というのも、世界がひとつにな
って象牙売買を取り締まる兆しが示され始めているからです。そ
の最も顕著な例は、昨年、中国が国内における象牙売買禁止令
を導入したことです。中国はおそらく象牙取引の約80%を占め
ているので、これには大きな意義があります。

4～5年前なら、誰かが中国を説得して象牙売買を止めさせるな
どと言っても、誰も信じなかっただろうということをお伝えしてお
くべきでしょう。だからこそ、大変意義のあることだったのです。

私たちも後援者であるウィリアム王子に同行させていただき、
中国を訪問できたことはとても幸運でした。そこで王子は、周総
書記と大変前向きで、建設的会談をされたので、ある意味それ
もきっかけとなって、禁止令導入や考え方の変化につながった
のです。

しかしながら、まだまだ脅威はあります。象牙売買、そしてサイの
角の取引は、国際的な犯罪組織網によって行われています。武
器取引や人身売買、ドラッグなどに手を染めている類の人たちに
よってです。結局のところ、彼らはてっとり早く稼げるお金を探し
て犯罪に手を染めている単なる犯罪者です。だから、このような
取引を行うのです。

脅威は今も変わらず、タスクはこれを、アフリカ大陸全土で目に
してきました。密猟危機には、さまざまな意味で変化がありまし
た。それには、これが東アフリカから南へ、アフリカ南部へと移行
したことが挙げられます。南アフリカに、かつて密猟問題はあり
ませんでした。それが現在は、とてもとても大きな密猟問題を抱
えています。その犠牲になっているのは、サイです。

私もチャーリーと同意見です。まさに信じられないような数字で
す。今も多くのゾウの命が奪われています。私たちがここにこう
しているあいだも、おそらく3頭か4頭のゾウが象牙のために、
本当に非人道的な方法で殺されているのです。

重要なのは、東洋の人々、さらに言うなら政府に、象牙は持続可
能ではないことを教育していくことです。人々が購入するほんの
ちっぽけな象牙1つのために、1頭のゾウが死ななければならな
いのです。とてもシンプルなことです。

ケスター・ヴィッケリー：
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どうすればこれを変えられるでしょうか。私たちは二方向からの
アプローチが必要だと考えています。これが持続可能ではない
と、東洋を教育する必要があります。まず彼らを教育し、政府と
話し、トレーダー、つまり象牙のトレーダーと話す。そしてもちろ
ん、象牙を購入する人たちとも話すべきでしょう。そうした人た
ちを教育する必要があるのです。

またさらに、コミュニティとも話す必要があります。なぜなら、こ
うしたゾウの密猟を行っている人たちは、貧困層の人たちだか
らです。1日に1ドル、もしくは2ドルか3ドルしか稼げない人が、
ゾウの密猟をすればほんの何日かの仕事で突然、数千ドル稼げ
ます。ですから彼らにとって魅力があり、リスクと見返りを天秤に
かけると、ゾウを密猟しに行くだけの価値があることになるので
す。それで貧困の網から抜け出せるのですから。そのため、コミ
ュニティには、自分たちを取り巻く地域、自分たちが暮らす地域
が守られていることの価値と、なぜそれが重要かを教える必要
もあります。

けれども、これは非常に大きな問題です。簡単なことではありま
せん。この問題には、まだまだトライして解決していかなければ
ならないことが山ほどあります。

ではスティーヴン、フォーエバーマークにとって、それがなぜ重
要なのか、お話しいただけますか？フォーエバーマークが行って
きたことも教えてください。

私が思うに、デビアスグループの1ブランドであるフォーエバー
マークは、ボツワナや南アフリカ、またナミビアといった地で事
業活動を行う私たちのDNAの中にあるんです。それは、私たち
が行っていることの骨組みの一部でもあります。

私たちは現地のコミュニティの中に入り、特にそうした地域の政
府を援助して、ダイヤモンドの先にあるもの、つまり将来的に何
がサステナブルなのかを理解させる重要性をますます認識して
います。ボツワナなどの国で、エコツーリズム以上に重要なもの
はありません。それは多くの意味で、ポストダイヤモンドのカギ
を握るものです。しかし、ボツワナや南アフリカなどの国にとっ
て、野生生物のいないエコツーリズムはないでしょう。

サマンサ・コンティ：

スティーヴン・ルシア：
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それゆえ、私たちはずいぶん前から、とりわけ保護区域に関わっ
てきました。デビアスグループは面白いことに、ダイヤモンドの
回収に使用する1ヘクタールごとに6ヘクタールを保護している
のです。ですから私たちの鉱山のまわりには広大な保護区域が
あり、そこは生物的に多様で、野生生物もさらに増えています。

また、私たちは密猟の問題にも取り組んでいます。ボツワナには
大規模なサイの繁殖プログラムがあり、フォーエバーマークは
それに関わっています。けれども、これについては注意を引きた
くないので、あまりお話しすることができません。こうした地域に
も密猟者を引き寄せてしまう可能性があるからです。だから本
当に難しいのです。

でも、ちょっと思うのですが... フォーエバーマークの役割は何で
しょうか。 この話題の世界的エキスパートお2人と一緒に座って
いて、いつも気になっていたんです... [笑] 私たちにできるのは、
とりわけ中国のような市場で認識を高める手助けをすることで
はないかと私は思います。私たちは現在中国でも事業を行って
おり、ジュエリー製品を製作し、特にサイの密猟問題に関して資
金調達面での認識を高め、自分たちのマーケティングツールを
この戦いにどのように利用できるかを確かめています。チャーリ
ーが言うように、需要に影響を与えられれば、中国の象牙に大き
な影響が出るでしょうし、さらにサイにも同じようにできれば、も
しかしたらそれがユニークな形で助けになるかもしれません。

スティーヴン、ちょっと戻って、エコツーリズムについてお話しい
ただけますか？ それから、鉱山の近くで何が起こっているのかに
ついて、もう少し詳しく。というのは... 必ずしも皆さんご存じで
はないと思うので。あなたは鉱山を開き、そこで仕事をしていら
っしゃるので、回収の全工程をご存じだと思います。

[スティーヴン] はい。そうですね... ダイヤモンド鉱山は非常
に寿命が長いもの、でした。ボツワナの大鉱山のいくつかは
1960年代に発見されたものですが、すべてがうまくいってい
れば、100年は続くはずのものなんです。それは長いプロセス
です。

サマンサ・コンティ：

スティーヴン・ルシア：
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でも、それはもともとダイヤモンドの一側面だと言えます。ダイ
ヤモンドは、だいたい 10億年から35億年も昔にできたものな
んです。ここにあるダイヤモンドも、考えたこともないかもしれ
ませんが、30億年前にできたもので、なかには生命体より古い
ものもあります。ですから、ダイヤモンドは今作られているもの
ではありません。どれもとても古くて、私たちはそれを見つけて
いるんです。だから最終的に鉱脈が枯渇します。

しかし、サステナビリティのカギは、このプロセスにおいて、それ
をどのように制御するか、ということです。私たちが積極的に保
護に関わっているのも、そのためだと思います。私たちも、パー
トナーである政府も（通常、私たちは政府とパートナーシップを
結んでいます）今は大地が収入を生み出して、そうした国々の人
に多大な利益をもたらしてくれていますが、今後は別の形でそ
れらのコミュニティに貢献していかなければならないと認識して
いますから。

そしてカギを握るのが、さきほどお伝えしたように、生物多様性
と野生生物です。ですから今後、同じ区域をこうした国々の新た
な収入源として利用できれば、それが今の収入の流れを将来的
な収入の流れに変えることになります。けれども、それはすべて、
現地でゾウが見られるか否かにかかっています。

たしかに。

また戻って、チャーリーとケスターに伺います。この流れの中に
いる人たちを阻止する現地活動について、もう少し詳しくお話し
いただけますか。 お2人は何をされているのでしょうか。トレー
ニングプログラムなどはありますか。

はい。現地では多くのことを行っています。先ほど申し上げたと
おり、密猟者は今、ますます巧妙になっています。彼らは重武装
もしています。

ですから彼らと闘うには、レンジャー部隊も十分に訓練を受けて
いる必要があります。アフリカ全体で見ると、残念ながらすべて
のレンジャーがしっかり特殊訓練を受けている、または十分に武
器を備えているとは言えません。でも、最高レベルにまで訓練が
できていれば、密猟を阻止できるのは明らかです。

サマンサ・コンティ：

チャーリー・メイヒュー：
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先週、うちのチームがちょうどケニヤに出かけました。それは、私
たちの旗艦プロジェクトの1つ、レワ・ワイルドライフ・コンサー
バンシーと呼ばれる、サイがたくさん保護されている場所です。
かつては現地で密猟が行われていましたが、この6年、サイは減
っていないようです。その理由は、現地に十分経験を積んだ密
猟阻止チームがいて、ケニヤ警察に協力しているからです、彼ら
は、元特殊サービスの人間から訓練を受けています。

それで結果を出すことができました。さらに、私たちは、フォー
エバーマークの支援を受けて、サザン・アフリカン・ワイルドライ
フ大学に資金提供を行っています。現在は本当に大学キャンパ
スのようです。とても大きなところで、若い人たちがアフリカ中
から、この驚くほど画期的なカレッジに来てコースを履修してい
ます。しかし、私たちにとってさらに重要なのは、その履修内容
の幅の広さと、さまざまなレベルの研修を受けさせること、そし
て彼らがそれぞれの国に帰ってから行動に移せるようにするこ
とです。

そのために、私たちは現地で多くのことを行っています。

ありがとうございます。

それではケスター、あなたもお話しいただけますか。あなたの慈
善活動は、膨大な数の動物の輸送に特化しているんですよね。 
難しいのはどんなことですか。

そうですね、歴史的に見ると、密猟レベルではタンザニアやザン
ビアなどの国々で、ゾウの頭数がこの5年間でおそらく半分に減
っています。ここに共通のテーマがあります。

そして、一般的に土地が広い。だから取り締まり強化が難しく、法
的措置の実施もかなり困難です。チャーリーが言ったように、警
備隊の訓練もほとんど行われておらず、もちろんリソースも最
小限しかありません。パトロールして回れる車両もありません。

そしてさらに問題なのが、一般にそうした地域では、密猟摘発の
政治的意志が欠如していることです。これがいちばんの問題で
す。

サマンサ・コンティ：

ケスター・ヴィッケリー：
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そこが変わらなければ、負け戦を闘っているのと同じです。これ
ら3つのことがうまくいけば、多くのプロジェクトが、文字どおり
密猟の阻止に成功するでしょう。サイやゾウがただの1頭も失わ
れることなく、これは可能です。ですから、私たちが話し合わなけ
ればならないのは3つの重要課題です。法的措置について、資金
調達について、そしてもちろん政治的意志についてです。

ではスティーヴン、あなたはいつ、こうした団体と仕事をしている
のですか。 これまでにいちばん印象に残ったことは何ですか。そ
して、 いちばん大きな成果は何だったと思いますか。

それは本当に大変なことですね。

感情的なことですね。正直に話しましょう。事実や数字は紙で確
認できますが、ジープに乗っていて、赤ちゃんサイが母親と一緒
にいるのを見ると、実際アフリカ南部では1つの鉱山で何十頭と
いう赤ちゃんサイを見るのですが、このものすごい光景にただ
ただ圧倒されます。

私は専門家ではないので、このような幼いサイを見ると、歴史的
過去とのつながりのようなものを感じるんです。それで、何かし
なければというような気になる。ひとたび感情移入してしまった
ら、事情が変わってくるんです。

これが、フォーエバーマークとデビアスのチームに起こったのだ
と私は理解しています。だから、私たちは今話してきたようなこ
とをしてきたんです。これらのゾウを移動させたりね... ヴェネチ
アの鉱山では、ある意味逆の問題が起こっていましたから。密猟
問題ではありません。あそこはゾウの生息数が多すぎるのです。
大地を、それを必要とするすべての種が利用できるよう、保存
しなければなりませんでした。けれども、200頭のゾウを1700 
kmも移動させられるかと言われても、実際にできるとは思って
いませんでしたけどね。[笑]

サマンサ・コンティ：

サマンサ・コンティ：

スティーヴン・ルシア：
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でも、これ以上の気分はありません。すばやい動きがちらっと見
えたんです。あのゾウたちがトラックから降りて、モザンビーク
の草原に走って消えていく姿を見たときほど、すばらしい気分に
なったことはありません。おお、と思いました。それから私の毎日
は、ただただその光景を見るための日々になりました。

歴史上の、今のこの時点で、これは事業活動の一部にすぎませ
ん -- 資本主義の歴史にまで話しを拡大するつもりはありませ
ん-- ただ時代が違うのです。私たちはもはや、これをCSRとは考
えません。もし、企業が共に協力して働こうとしないなら、私たち
は世界的問題を解決することができません。だから企業は、自分
たちの事業活動のやり方を見つめ直し、どうすればそれで世の
中を変えられるか、そして世界をよりよい場所にして、いくつか
の問題解決に貢献できるかについて考えなければならない、と
いうことを認識する必要があります。気候変動についてはよくそ
んな話を聞きますよね。私たちにとって、特にこの問題は私たち
がいるコミュニティの核なのです。もし私たちがその解決策に取
り組まないなら、率直に言って、私たちが問題の一部になるでし
ょう。そしてこれは、企業の考え方をすっかり変えるものだと思
います。できれば、世界のすべての問題を広く横断的に見た方
がいいのでしょうが、これは特に顕著な例です。

それこそ、私が言おうとしていたことです。これはまさに、次の質
問であるサステナビリティに関する話題につながる話です。とい
うのも、ファッションに関して、少なくとも私たちはファッションに
ついて常にそのことを書いていますし、話がラグジュアリーなこ
ととなると、とりわけダイヤモンドなどの採掘は、 倫理面など古
くからあれこれ非難を浴びてきました。

広くサステナビリティという点で、もう少しお話しいただけます
か。つまり、アフリカと野生生物の保護という点で、これは間違い
なく、皆さんがデビアスやフォーエバーマークでやってこられた
ことの一端です。これをもう少し全体的な視野として、パイプラ
インと保護について話していただけますか。 皆さんは、ローカル
コミュニティのために何をされているのでしょうか。 それは簡単
に言うと何ですか。 とにかく話が大規模なので... 皆さん本当に
大きな話をされていますから。でもこれは多くの人に知ってもら
うことが重要ですからね。

スティーヴン・ルシア：

サマンサ・コンティ：
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これはたぶん、長くデビアスを経営してきた一族、オッペンハイ
マー一族の特徴でしょう。一族は色々なことをしていますが、決
してそれを人に言いません。自慢に聞こえますからね。だから自
分たちだけの秘密にしておくんです。しかしその結果、私たちは
世界、とりわけダイヤモンド界にいることになるのでしょう。ダイ
ヤモンド界の見方と現実のギャップは、真実からそう遠くないと
思います。

それで、わかったんです... これは特にファッション界に見られる
ことで、ミレニアル世代の消費者は、自分の関心のある製品を手
に入れるだけでは足りないということです。 – 彼らはブランドの
価値との結びつきを感じたがっていますし、ブランドが、彼らの思
う世の中に役立つことをしているということが知りたいんです。

そうしたことから、ダイヤモンドが世界中に及ぼす影響の話をど
のようにするべきか、考え直したのだと思います。デビアス、とり
わけアフリカ南部での話は別としてね。

世界の主なダイヤモンド採掘企業を見ると、160億ドルほどの
純便益を出していて、その内の60%はコミュニティ、主に発展途
上国のコミュニティに行きます。そこから賃金が払われ... 人は
勝手に、ああ、この人たちはあまり稼げないんだな、と想像しま
す。ですが実際のところ、ダイヤモンド産出で働く77,000人の
給料は、生活賃金の約5倍、平均収入の2倍もあります。高度な
技術を要する仕事なので賃金がいいのですが、人はそのことを
知りません。

でも、特に環境的保護の点で、あなたが言われたように、人にダ
イヤモンド鉱山の話をしたら、人はどう思うでしょう？ まあ、地面
に大きな穴を掘っているのね、と思うでしょう。その後どうなり
ます？

実際、だからこそ、採掘エリア周辺の保護に古くから関わってき
たのだと思います。最終的にそこを離れるときは、必ずそうなる
んですが、そこに着いたときより良い状態にして離れなければな
らないからです。

しかしながら、私たちにとってのカギは、特に気候変動との闘い
では、生物多様性、水、野生生物の面でいかにしてその環境を維
持するかということです。だから、その一帯は私たちがそこに着
いたときより良くなるんです。

先日、ボツワナの政府高官から非常に変わった話を聞きました。
ある人が地面に大きな穴を掘ってはならない、と言っている話
です。
 

スティーヴン・ルシア：
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そのときの返答のアドバイスは、ここに穴を掘ってはいけないの
なら、私はここで何をすればいいのですか、 と訊くということで
す。作物を育てましょうか。ここで作物を育てれば、たぶん12家
族は養えますよ。あるいは採掘するのはいかがですか – 運よく、
ここには高価な貴重な宝石がありますから – ここからダイヤモ
ンドを回収すれば、国の150万人を養えますけど。

国の大臣として、この土地をどうするのが倫理的な選択だと思
いますか？

これが、国民に対して責任のある立場の人の口から出た言葉だ
と聞けば、非常に心を揺さぶられます。これは、人々の暮らしをは
るかにサステナブルなものに変える、より大きなインパクトを与
えるものだと思います。だからこそ人は、フォーエバーマークの
ようなブランドで働きたがるのでしょう。これは消費者に、自分が
身につけているダイヤモンドを誇りにしたいと思うものだと思い
ます。そして、このことを知れば知るほど、人は自分をより誇りに
思うようになるでしょう。私のなかではすべてが、論理的な利点、
理性的な利点、また感情的な利点で結びついているのです。

それは、資本主義におけるこうした転換点の話ですよね。実行
し、変化を起こし、こうしたイニシアティブを取ることがなぜ単な
るCSR、つまり善行のシグナルではないのか、ということですね。
そのことをもう少しお話しいただけますか？その後、その先に見
ていらっしゃるものについて質問したいと思います...

わかりました、私は全サイクルを経験しています。この白髪を見
れば、私がこのダイヤモンド事業に長く関わってきたのがわかる
でしょう。

私たちは向こうにいたので、保護の発想が自然に湧きました。た
くさんの土地が私たちの管理下にありますからね。

私が言いたいのは、ダイヤモンド鉱山を持っているということ
は、単にその鉱山を持っているだけではない、ということです。土
地がたくさんあるので、それを守らなければなりません。そこで
問題になることは、その土地を国の生産性が上がるように活用
することが、私たちのビジネスモデルの一部として、自然なこと
だということです。だからこそ、私たちがともに仕事をしている
国は彼らのリソースなんです。ダイヤモンドは私たちのものでは

サマンサ・コンティ：
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なく、彼らのものです。私たちが、その国に利益をもたらすよう
なやり方で何かをしているから、自分たちのために採取させてく
れているだけです。

それで、もはやCSRではないという考え方 – 私はもうCSRとい
う言葉すら好きではありませんが – に行き着いたんです。それ
は、自分のいるコミュニティや国での重要な問題に取り組むこと
だと思います。ですから、ビジネスのやり方を通して、ごく自然に
インパクトを与えることは可能なんです。私の意見では、それ本
当にサステナブルなことです。

現在、私たちがサイを繁殖させていた鉱山では、そこで働く人々
が、そのサイたちに愛着をもつところまできています。ですから、
これを引き離すことはできません。いまやカンパニーという家族
の一員なんです。

今、ラグジュアリー製品を見ると、ある種その初期段階にいるよ
うな気がします。私たちは、まだそれほど進んではいません。そ
れよりも、どうやってミレニアル世代に私たちのブランドを気に
入ってもらうか、ということのほうが大きいでしょう。

だから、そのつながりをつくるために活動しているんです。これ
はいいことです。それを批判はしません。でも、どうやってそうし
た価値を映し出すかたちで日々事業を行うかというのは、単なる
第一歩でしかありません。

保護業界でも同じような問題に直面しています。人は、より時代
を反映していて、グリーンで、倫理的な製品を求めるので、サス
テナビリティは本質的に、ラグジュアリーブランドの多くの生き
残りと結びついています。人々が環境について、またその企業が
環境のために何をしているかについて質問してくるんです。

アフリカの大地や保護区も、同様の問題に直面しています。「支
払えばとどまる」、というもそういうことです。しかし残念ながら、
こうした保護区が経済的に実現可能で、持続可能であってほし
いと願うのと同じくらい、現地の現実には、完全に持続可能なも
のはほとんどなく、今後もそうなりません。

人は可能なかぎりサステナブルであろうとするでしょうが、必ず
しもすべての保護区がそうできるわけではありません。

保護区は、その国の国民と政府が面倒を見るべきだと私は強く
思います。それが基本にならなくてはなりません。

ケスター・ヴィッケリー：
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でも現実として、政府は貧困を心配し、また健康問題や自分たち
にとってより重要な問題のことを気にしています。残念ながら、
自然環境やこうした保護区の保護は二の次にされています。予
算もごくわずかか、ゼロです。

私が言いたいのは、世界全体でこうした保護区を支援しなけれ
ばならないということ、そしてこれには非常に特別なニーズがあ
るということです。その余裕があるなら、これは私たち1人1人全
員の責任です。それがたとえ保護区に対するわずかな貢献だと
しても、これは国際社会の責任であると考えられます。これらの
地域は –– コンクリートとガラスと正しい角度の世界にあり、私
たちが生き残るために、基本的にこれらの保護区が必要だから
です。つまり、炭素吸収源が、人が生活するのに必要な酸素を供
給しています。ですから現地にはより大きな計画図があり、私た
ち全員がこの問題の責任を取らなければならないと思います。
これはグローバルな問題です。単にアフリカの問題ではありま
せん。どこかの国だけの問題でもありません。私たちすべての問
題であり、皆で取り組んでいかなければならないことです。

それにほんの少し付け加えると、私たちは今、ますます都市化し
た世の中に暮らしているということを理解しなければならないと
いうことです。世界人口の50%以上は、都市化された社会に暮
らしています。その結果、私たち人間はますます自然界とのつな
がりを失っています。そして実際、デイビッド・アッテンボローが
最近タスクのイベントで述べたように ––私たちがするひと呼吸
ひと呼吸、私たちが食べるひと口ひと口は自然界に依存してい
ることを私たちは忘れています。この星の面倒を見始めなけれ
ばなりません。

スティーヴンが言ったことに続けさせていただきます。私たちは
見てきました... 幸運なことに実業界から相当なサポートがあっ
たからです。けれども、この数年間、環境や社会面のガバナンス
や、投資ファンドマネージャーがどのように企業の査定をし始め
たかということや、環境や社会面のガバナンス関連のことをどれ
だけうまく仕事に採り入れられているかに対する意識が高まり、
その種の会話が増えてきました。それがもっともっと進んでほし
いと思います。

スティーヴン、まったくあなたの言うとおりです。企業の社会的
責任（CSR）云々の話はもう時代遅れです。今はその先へ進んで
いるのです。

チャーリー・メイヒュー：
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だから本当に -- ここロンドンの街の中心にいますが -- ロンドン
のこのあたりが実業界や世界的な企業セクターの効果的な変化
に及ぼす力や影響が、巨大なものになってほしいものです。私た
ちの問題は、暮らしがますます忙しくなり、優先事項がきわめて
短期的になりがちだということだと思います。けれども、保護の
世界や私たちが直面している環境問題は、すべて長期的な視点
に立っています。

つまり、人類は目先の危機にばかり対応する傾向があるようです
が、実際はそうではありませんよね... 実際は、保護を取り巻く環
境やこの地球の課題への取り組みを、ずっと先延ばしにし続けて
いるんです。

考え方を変えて、この問題に対処しなければなりません。

そのとおりです。また、視点も変化しています。人々が地球温暖
化や海のプラスチックごみのことを考えるようになりました。注
意を向ける方向が変わってきて、あなたが言われたように短期
間で変化してきました。保護の他の部分でもそうでしょう。

これらはすべて一つの同じ問題です。今こそ、気候変動や環境、
プラスチック、そして保護を、1つのことと考えるべきです。これ
らを別々に考えてはいけません。

ゾウやサイ、あるいはゴリラ。なんであれ、それらを救うことが良
いことであるのは簡単にわかりますよね。それはラグジュアリー
なことではありません。必要なことなのです。すべて、暮らしを支
える生物多様性の骨組みの一部ですから。

保護を、単に動物愛護の精神のように考えてはいけません。これ
は絶対に必要不可欠なことです。

そこで... スティーヴンに人工ダイヤモンドのお話を伺いたいと
思います。サステナビリティの見地から、それをつくるのに必要
なエネルギーや、固有の価値、またそれがコミュニティに与える
影響について、かなりの議論があります。あなたがおっしゃるよ
うな、ダイヤモンド鉱山を1つオープンしたら、経済界1つを養え
るといった意味でね。

サマンサ・コンティ：
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この種の人工ダイヤモンドの展開、それと環境についてもう少し
お話しいただけますか？

はい。実際、今日ここに座っている3人が、証拠のようなもので
す。少なくとも誤解を招くもとのように思います。最悪の場合、
私たちは養われていると故意に嘘の情報を流すことだってあり
ます。

デビアスは約50年前からダイヤモンドを合成してきました。つま
り、人工ダイヤをつくるのに必要なものの理解に努めて久しい
のです。業界に大きな分野ができ、その分野がこれを行っていま
す。人工ダイヤは、エレクトロニクスや切削工具に使われていま
す。だから合成に関しては経験を積んでいます。

もし、誤解を招く情報から一歩下がって、世の中にとって何がベ
ストか尋ねるなら、 10億年前につくられたダイヤモンドを回収
することがベストなのでしょうか？ そうした地域では、私たちが
話しているようなことを通じて、正直な話、コミュニティにも環境
にも多大なメリットがありますからね。それとも、膨大なエネル
ギーを使って、実際世の中が必要としていないようなものをつく
るのがベストなのでしょうか？ なぜなら、それは自然がつくった
ものなわけですから。

ときどき思うんですが、自分がこの世界にいて、こんな議論をし
ていることが信じられなくなるんですね。つくるほうが自然のも
のを採取するよりいい、というのはどう考えても真実ではありま
せんからね。

けれども、実際の話として、私たちはデビアスでダイヤモンドを
つくっているので、エネルギーの消費量は大きいとお話しできま
す。合成する1カラットのダイヤモンドを人工的につくるに際し、
平均で、世の中の合成設備を見ればわかると思いますが、CO2
量は自然から採取する1カラットのダイヤモンドの約3倍です。
ですから、そうした最前線でも、ある意味不条理であると言える
でしょう。

本当に画期的なのは、ここでチャーリーの実業界に対する見方
に戻るのですが、この重大な変化の岐路で、この10年を振り返
ってみたいと思います。気候変動がそのいい例ですが、デビアス
には作業チームがいて、何かを犠牲にすることなく、炭素を増や
さず、どのようにできるか、どれくらいかかるか、何が必要で、ゴ
ールに辿り着くにはどれだけかかるか、ということに取り組んで
います。5年前なら、それは無理だと言えたでしょう。私たちには
エネルギー削減目標がありました。どうすれば二酸化炭素を排
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出せずにダイヤモンドを採掘できますか、などと誰も言わなかっ
たのです。すごいことです。

このことを考え始めると、実際にそうなんですが、不可能ではな
いことがわかります。ディーゼルではなく、電気か水素の力で走
る車が必要です。ですからまず、自分の車を見るべきなんです。
それをどのように変えられるでしょうか？ 不可能ではありませ
ん。いまや電気自動車もありますから。それから、電気の再生可
能エネルギー源も必要です。アフリカ南部では電気を取り出す
のも容易ではありませんから。けれども、ボツワナにも1つ、ある
いは2ついいことがあります。とてつもなく広い土地と、どこへ
も行かない強い太陽の陽射しがあることです。ですから、太陽光
発電用の場所があれば、それでOK。ナミビアには何があります
か？ 吹きやむことのない浜風があります。ですからそうしたコミ
ュニティの場合は、再生可能エネルギー源を建設することが可
能です。

それから、実際本当に私をワクワクさせたのは -- 私は科学者で
はないのですが -- これが見えますか？ これはキンバーライト、
といって、ダイヤモンドの入っている石です。だから、このキン
バーライト岩を採掘すれば、中にダイヤモンドが入っているわ
けです。

キンバーライトには、CO2を吸収して中に留めておく能力が
あることが発見されました。とすると、しなければならないの
は、CO2と触れるキンバーライトの表面積を増やすことです。

あり得ない話ではありません。理論的には可能です。あとは実
際の話として、どのようにそうすればいいか？ 私たちは採掘のと
き、キンバーライトそのまま捨てていますが、これが炭素の貯蔵
庫になって、CO2を貯蔵できるんです。ですからこれを使えば、
理論的にはカーボンニュートラルではなく、マイナスにできる可
能性もあるんです。

5年前だったら、このことに注目したでしょうか？ いいえ。

CO2の特性や、キンバーライトの貯蔵能力にはどのくらい前に
気づいたのですか？

スティーヴン・ルシア：そうですね、私個人としてはおそらく2年
前、ある科学者から、おい、知ってるか？ と訊かれたときだと思い
ます。[笑]

サマンサ・コンティ：
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でも、注目する必要がありました。注目しなければならないこと
です... これはまさに世界が抱えている問題なので -- 何ができ
るかということにつながります。突然、考えてもいなかったもの
が、実現可能なソリューションになる可能性があることに気づく
かもしれません。

どうしてそんなことが起きたんですか？ と訊かれるならこう答え
ます。それには都市が関わっていて、投資家が、この問題のソリ
ューションに関わっていないのなら投資しないと言い始めたから
です。この投資家には消費者も含まれています。なぜなら、ミレ
ニアル世代は -- いいことをしている企業と関わりたい、と言い
ますから。ですからブランドを生き残らせたいのなら、この問題
解決に取り組むことが賢明です。

それから正直な話、5年前、あるいは10年前のことだと思いま
すが、若者を採用するとき、彼らが色々なことを訊いてきたんで
す... 年金関係のことを質問されたことはありません。それが20
歳のいいところですよね。その歳では、退職のことなどまったく
考えませんから。でも、こんなことを訊いてくるでしょう。休日給
与は？ とか、休みは何週間もらえますか？ とか、さらには昼食は
何ですか？ ジムはありますか？ とか。この全部を訊いてくるとは
言いませんが。

でも、今はこんなことを訊いてくるんです。何のために事業を行
っていますか？ これはとても興味深いことです。理念は何です
か？ なぜなら、友だちに言いたくないような企業で働きたくない
からです -- この企業は本当にいいことをしてるんだ -- それは
いい製品をつくっているという意味ではありません。その企業が
社会に与えているインパクトを指しています。

ですから、良い人材、若者を雇用したいとか、自社の製品を買っ
てほしいとか、投資家に投資してほしければ、問題の解決に関わ
ったほうがいいでしょう。

気候を考えてみましょう。これも環境保護主義と密接に関わって
いますから。というのも... アフリカ南部では、気候変動に水が大
きく関わっています。そして水は、すべての野生生物の生命維持
に欠かせないものでもあります。ですから、すべての問題は関係
していて、そのソリューションに関わらないとダメなんです。

では皆さんに、次のステップについてお話しいただきたいと思
うのですが、これからの6カ月、いや18カ月にはどんな課題があ
りますか？ 何に取り組みますか？ 何と闘いますか？ 次のステッ
プは？

サマンサ・コンティ：
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先週、うちのチームがちょうどケニヤに出かけました。それは、私
たちの旗艦プロジェクトの1つ、レワ・ワイルドライフ・コンサー
バンシーと呼ばれる、サイがたくさん保護されている場所です。
かつては現地で密猟が行われていましたが、この6年、サイは減
っていないようです。その理由は、現地に十分経験を積んだ密
猟阻止チームがいて、ケニヤ警察に協力しているからです、彼ら
は、元特殊サービスの人間から訓練を受けています。

それで結果を出すことができました。さらに、私たちは、フォー
エバーマークの支援を受けて、サザン・アフリカン・ワイルドライ
フ大学に資金提供を行っています。現在は本当に大学キャンパ
スのようです。とても大きなところで、若い人たちがアフリカ中
から、この驚くほど画期的なカレッジに来てコースを履修してい
ます。しかし、私たちにとってさらに重要なのは、その履修内容
の幅の広さと、さまざまなレベルの研修を受けさせること、そし
て彼らがそれぞれの国に帰ってから行動に移せるようにするこ
とです。

そのために、私たちは現地で多くのことを行っています。

では皆さんに、次のステップについてお話しいただきたいと思
うのですが、これからの6カ月、いや18カ月にはどんな課題があ
りますか？ 何に取り組みますか？ 何と闘いますか？ 次のステッ
プは？

チャーリー、あなたから始めていただけますか？

先ほど、違法な野生生物取引や密猟が突きつけてくる課題につ
いてお話ししました。年間200億ドル規模の業界です。そして、こ
の10年間ほど、保護の世界はいくつかの点で、そうした違法な
野生生物売買との闘いでいっぱいでした。進歩はしています。で
もまだ満足はできません。

しかし、実際に進行しているいちばん大きな流れが住環境が失
われていくことだという意見には、おそらくケスターも同意する
と思います。アフリカの人口は、2050年には現在の12億人から
24億人へと倍増する見込みです。タスクは30年前から向こうに
行っていますが、これからの30年に、アフリカ大陸の人口が倍に
なるのを目にすることでしょう。大地にかかる圧力は、どんどん膨
らみ続けています。

サマンサ・コンティ：

チャーリー・メイヒュー：



ダイヤモンドは永遠の輝き

forevermark.com

そこで、もし私たちがアフリカが誇る固有の自然遺産の保護に
成功したら、ゾウやサイ、ゴリラ、チーター、ライオンといった巨
大なカリスマ的種が生息する地球で最後の場所になるでしょ
う... ライオンの頭数のことをまだ話していませんでしたね。ライ
オンの頭数はいまやサイの頭数を下回っており、現在アフリカに
は野生のライオンが22,000～23,000頭以下しかいません。で
すから、これもまた大きな課題です。

けれども、最終的にスペースの問題が、私たちが最も怖れること
です。広大な土地を必要とするゾウのような種は、大地をはるば
る移動しなければならず、そのスペースの確保が必須です。

課題の1つは -- そこには国立公園があって、それは素晴らしい
ことですが -- 実は、たとえばケニヤを例にとると、野生生物の
70%は国立公園の外で暮らしています。ですから、そうした野生
生物の未来は、ゾウやサイ、その他の種と隣り合わせで生活する
コミュニティ間の関係にかかってくるわけです。

ですから、こうした荒野の経済的価値を、政治の議題にのせてい
かなければなりません。

ええ、まさにそうですね。私もチャーリーの言われたことを繰り
返すことしかできません。私は生息環境がカギだと思います。こ
れはおそらく、私たちが今日直面している最も重要な課題でしょ
う。残念ながら私も、法的に規制されたあちこちの保護区に行っ
て、そこで木々が切り倒され、人が作物を植えて、人が国立公園
内に実際に住んでいた光景を何度も見ています。これは悲しい
状況です。

これからの5年から10年が重要になるでしょう。本当に、本当に
重要です。次の10年間で、アフリカは法律で保護された国立公
園の最大50%を失う可能性もあります。
それどのように守り、その後どうするのか？ コミュニティの関与
がカギです。コミュニティの人々を啓蒙し、そうした場所の自然
資産に価値を見出せるようにしなければなりません。

他に方法はありません。公園のリソースというかたちではなく、
公園から何らかの金銭的メリットを得られるようにしなければな
りません。これは難しい問題です -- どうすればいいのでしょう
か。

ケスター・ヴィッケリー：
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もし、すべての動物を食料にするために殺して、食べてしまった
らと考えてみます... 皆が食事で食べてしまったら、いずれ動物
はいなくなりますよね。あるいは木々を切り倒すなら、次の2～3
カ月の間、その日の炭として使用できるでしょう。でもその後は
どうしますか。

ですから難しいのは、いかにしてこれらのことをすべて順調に進
めて持続可能なものとし、そこに価値や金銭的メリット、そしてそ
の周辺で普通に暮らしている自然環境を保護することの金銭的
メリットを見られるようにするか、ということです。

それこそがカギで、重要なことです。ローカルコミュニティを巻
き込み、どうにかして啓蒙しなければなりません。

この生息環境は、私が行っていることと完全に関係しています。
つまり、私たちは動物を、過密状態で、過度に保護されている地
域から移動させ、生息環境が保護されている新たな地へ連れて
いき、どんな理由があろうとも、動物たちをそこに残しています。

これは、生息環境が手つかずだという条件付きでできることで
す。現地には専門技術や知識もあり、私たちはこれを大規模に行
うことができます。ちょうど、ムービング・ジャイアンツ・プロジェ
クトで示したような長距離を移動させているんです。

5年前には、数百頭のゾウを、国境を越えて1700 km以上も移
動させることが可能だとは思わなかったでしょう。でも実際にで
きました。デビアスなどのサポートもありましたが、モザンビー
クのジナブ国立公園に生息環境があり、動物たちの出身である
ヴェネチアに手つかずの生息環境があったからこそできたこと
です。これが、そうしたことすべてのカギです。

これらの地は回復させることができます。自然な状態に戻すこと
ができます。けれども必要なのは、手つかずの生息環境です。こ
れが私たち皆のカギを本当に握っているんです。

フォーエバーマーク会長として、私にはシンプルな生涯のミッシ
ョンがあります。私がやりたいのは、ええと、そうですね、まずは
この部屋にいる全員から始めて、でも実際には世界中の人々が
相手なのですが、その人たち全員に、彼らが指にはめたり、首に
かけたり、耳や手首につけたりするフォーエバーマークのダイヤ
モンドに大きな誇りをもってほしいということです。そして、-- ち
ょっと宣伝になりますが -- それらが他に類を見ないほど美しい
ダイヤモンドであることを誇りにしていただきたい。それを見れ
ば、まあ、本当にきれい、と思うでしょう。

スティーヴン・ルシア：
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次に、人はたいてい、モノに何か人生の意味をもたせます。そし
てそれは、関係よりもますます大きくなっています。これはダイ
ヤモンドにとって歴史的なことです。今、人々はそれぞれの女性
の暮らしに意味のある瞬間を見つけています。けれども最も重
要なことは、世界が直面している大きな課題のソリューションに、
フォーエバーマークのダイヤモンドが関わっているということを
念頭に置いて、フォーエバーマークのダイヤモンドを見てほしい
ということ、また誇りにしてほしいということです。私たちは小さ
な役割しか果たせていません。けれども、小さな役割でも、フォ
ーエバーマークのダイヤモンドをもっている人すべてに、自分も
その一員だと感じてもらいたいと思っています。そのダイヤモン
ドが果たしていることを誇りにしてほしいと思います。

私は、これがこれからの新しい理念だと思います。

ございます。

サマンサ・コンティ：


