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持続可能な社会の構築に関わるマーケティングの課題（下）

TheMarketingChallengetowardaSustainableSociety（３）

伊波美智子

本論の当初のタイトルは「リサイクル社会の構築に関わるマーケティング

の課題」であり、（上）（中）（下）の３部に分割して連続執筆する予定で書

き始めた。しかし、（上）（中）を書いた頃からすれば調査研究はかなり進展

したものの、諸般の理由により、（下）を書き継ぐことができなかった。今

回、松田賀孝教授の退官記念号を機にタイトルを改め、「持続可能な社会の

構築に関わるマーケティングの課題（下）」としてとりまとめた。

タイトルを変更した主な理由は３点ある。第１に、これまでの４年にわた

る考察の結果、大量生産を前提とした大量リサイクルは不可能であり、持続

可能性（sustainability）に視点をおいた社会経済システムの構築が求めら

れているという結論を得たことである。また第２点としては、環境に配慮し

た４つの政策（Refuse,Reduce,Reuse,Recycleの４Ｒ）の優先順位におい

ては、リサイクルは最後にくることである。まずは環境負荷の大きな生産活

動をやめること（例：ＤＤＴやフロンガスの製造中止等）であり、やめるこ

とのできないものは技術開発や社会システムを開発することで資源消費を減

らすこと（例：公共交通機関の整備や飲料容器のデポジット制等）が大事で

ある。そして第３点として、循環という語に対応する語彙としてリサイクル

を使用したのであるが、上記の理由から必ずしも適切な用語ではなく、国連

機関等の文書においては、持続可能な（sustainable）という形容詞が使用

されていることによる。

以下に参考として（上)、（中)、（下）をまとめた全体の目次を掲げる。
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全体の目次：

１はじめに

２経済成長と廃棄物

（１）経済成長の自己目的化による資源の労費と廃棄物の増加

（２）「廃棄物」および「ごみ」の定義

３廃棄物処理と再利用・再資源化の現状

（１）廃棄物増加の今日的要因

（２）廃棄物処理の現状

（３）再利用・再資源化の現状

以上、「リサイクル社会の構築に関わるマーケティングの課題（上）」

（第50号）

４リサイクル社会構築に関する公共政策

一沖縄県におけるごみ処理と再利用・再資源化の現状と課題一

（１）ごみ排出量の推移とごみ処理の状況

（２）市町村におけるごみの減量化とリサイクルへの取組み状況

（３）資源再生の流通ルートと回収・再生業者の状況

（４）リサイクル社会への移行に関する沖縄県の課題

（５）沖縄県における施策の推進体系

以上、「リサイクル社会の構築に関わるマーケティングの課題（中）」

（第51号）

５持続可能な社会の構築～経済学におけるパラダイム転換

６ゼロエミッション研究構想

７沖縄におけるゼロエミッション展開の可能性

一沖縄版ゼロエミッション・モデルの提案一

８ソシオ・エコロジカル・マーケティングの展開

９おわりに

以上、本論
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５持続可能な社会の構築～経済学におけるパラダイム転換

経済活動とは、資源（天然資源、人的資源）を交換価値のある商品やサー

ビスに変換するプロセスである。これまで地球環境は人間の経済活動にとっ

て限りないフロンティアであった。経済活動の入口における資源は開拓によっ

ていくらでも増やすことができたし、出口としての有形無形の廃棄物処理コ

ストも無視してよい程度のものであった。

しかし、今曰、私たちは、経済活動は地球環境の許容限度内においてのみ

許されるのだという現実を認識しつつある。さもなくぱ、環境汚染と資源枯

渇という大きなツケを未来世代に残すことになる。経済か環境かのこ者択一

の選択ではなく、地球環境の保全あってこその経済活動であり、生命の安全

と健康な生活あってこその企業利益である。太陽エネルギーや月の引力の影

響を受ける宇宙船地球号の大気圏、水圏、陸圏一そしてそこに生きる動植物

が織り成すデリケートなエコパランスを無視した現代の大量生産､大量消費、

大量廃棄の経済システムは持続不可能である。

また、経済学は資源利用の結果として得られる富の分配の社会的公正に関

わる問題を対象とするものであるが、経済学において環境問題を論じる際に

は、工業先進国と発展途上国間の不平等に加え、現世代と将来世代間の資源

利用機会の不平等問題をも視野に入れる必要がある。

２０世紀に入り、科学技術を信奉する近代の産業文明は資本主義/市場経済

体制と社会主義／計画経済体制に分れたが、いずれの体制においても、経済

は右肩上がりに直線的に発展し無限に拡大していくという前提があった。そ

こでは、個別企業の競争原理に委ねるか、政府が独占的に支配するかという

違いこそあれ、生産における規模の経済が優先するため大きくて馬力のある

社会（組識）の方が有利である。

1960年代、ＪＫポールディングは、資源の枯渇や環境汚染による成長の限

界を「宇宙船地球号」という言葉で表現し、開いたシステムである「カウボー

イ経済」から、閉じたシステムである「宇宙人経済」への移行を説いた(1)。
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これは後に「エントロピー経済学」へと発展していく。一方、生産と消費の

関連を人間と自然との間の物質代謝の基礎上におくマルクス理論に着目した

玉野井芳郎教授の「地域主義」もまた、地域の風土、自然生態系および物質

代謝過程を重視する。地域主義とは、「一定地域の住民が風土的個性を背景

に、その地域の共同体に対して一体感をもち、みずからの政治的・行政的自

律性と文化的独自性を追求すること」をいい、地域主義はもともとヨーロッ

パの歴史的伝統であると玉野井教授はいう(2)。

また、規模の経済、中央優先主義に異議を唱え、地域の風士や文化に価値

を見出したＥＦ､シューマッハーは、『スモール・イズ・ピューティフル』を

著し、地域の自助努力を促がした。彼は、発展途上国の貧困な人々を助ける

ためには仕事の機会を最大限に与えることが大事であり、そのために「地域

的」な取組みをし、「中間技術」ともいうべき技術を開発していくことを意

識的に努力することの必要性を説いた(3)。

Ｊ,リフキンは、現代文明の基礎となる機械論的世界観を打ち立てた３人の

人物として、Ｆ,ベーコン、Ｌ､デカルト、１．ニュートンを挙げ、Ｊ・ロックとＡ・

スミスがこれを強化したという(4)。１８世紀に登場したＡ・スミス以来の近代

経済学は、合理性を重んじる近代科学たろうとして、その理論モデルを物理

学におき、機械論的な概念を用いて経済を説明した。市場経済における経済

行為は消費と生産に分けられ、現実には不可分の人間は生産者（あるいは労

働者）と消費者に分断された。そして、それぞれに合理的な経済人としての

行動が期待され、市場の均衡は「神のみえざる手」に委ねられたのである。

しかしながら、工場労働者、生産農家、企業経営者として利益をあげるた

めにより高い価格を求め、同時に生活の豊かさのために低価格の商品を求め

ることは本質的な矛盾を含んでいる。この矛盾はより弱い立場にある者、す

なわち、若年労働者、女性、移民等への低賃金としてしわ寄せされ、「経済

成長」の大義名分を掲げた開発行為による自然破壊が先進国（地域）から発

展途上国（地域）へと猛烈な勢いで拡大した。その結果、自然からの収奪は、
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豊かな自然景観と生物多様性等の自然恩恵の享受権、未利用資源の使用機会

等において未来世代に犠牲を強いるものとなっている。

６ゼロエミッション研究構想

ゼロエミッション研究構想（ZeroEmissionsResearchInitiative）とは、

1992年にブラジルのリオデジャネイロで開かれた「環境と開発に関する国連

会議（地球サミット）」で採択された文書「アジェンダ21」に基づいて、世

界規模での環境汚染・自然破壊と貧困の問題に対処していくために国連大学

が設けたプロジェクトである。

エミッションとは「廃棄・排出」という意味であるところからゼロエミッ

ションが「廃棄物ゼロ」と訳され、廃棄物のリサイクル、あるいは廃棄物処

理システムと誤解されている向きがある。たしかにゼロエミッションは有形

であれ無形であれ廃棄物を出さないシステムをめざすのであるが、それは現

代経済のよって立つ基盤を根本から問い直すものである。ゼロエミッション

を表層的にとらえるのでなく、その思想的背景を理解することが必要である。

ゼロエミッション研究構想はインダストリアル・メタポリズムあるいはイ

ンダストリアル・エコロジーを理論的背景としている。インダストリアル・

メタポリズムという言葉は、1988年に行われた国連大学、UNESCOおよび

高等研究機関国際連盟の合同会議で名付けられたものであり、自然界のメタ

ポリズム（物質代謝）に擬えて「原材料（生物資源、燃料、鉱物、金属）を

製造物及び建造物と廃棄物に変換する一連の物理的化学的転換」と定義づけ

られている(5)。これは、先に述べた産業革命以来の機械論的パラダイム及

び価値観に立つこれまでの経済学に対して、自然生態系をモデルとし、機械

論的・力学的モデルから、生物学的・熱力学的モデルへのパラダイム転換

(Paradigmshift）を提示している。

ＺERIの目的は発展途上国の貧困と環境破壊の悪循環を断ちきり、先進工

業国の資源浪費を抑えて地球規模で持続可能な経済システムを構築すること
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である。化石資源の使用を制限し、再生産可能なバイオ資源の生産性を飛躍

的に向上させることによって自然環境への負荷を軽減し、同時に新たな雇用

の場を創造することを目的とするゼロエミッション研究構想は、総合的、シ

ステム的、かつダイナミックな経済システムづくりなのである。

ＺERIは自然生態系に倣った産業システムを目指すのであるが、具体的に

は、（１）新産業集団（newindustrialcluster）の形成、（２）資源生産性

の向上、（３）雇用の創造、（４）自然と文化の多様性の保全を目標としてい

る。

ＺERIの特徴はすぐれて経営学的な発想をもっていることである。すなわ

ち、欠陥ゼロ、在庫ゼロを達成した企業が２１世紀に生き残る競争戦略、持続

可能な発展を目指す産業レベルでの明確な経営目標としてZERIは位置づけ

られている(`)。ゼロエミッションの理念に基づいた技術開発、コスト削減

は企業の競争力を高め、結果的に社会全体として良好な自然環境が保全され、

新産業が興り、雇用の場がつくられる。ゼロエミッションが意味するのは、

最小のインプットで最大のアウトプットを得ること、すなわち総スループッ

ト（インプットの完全消化）なのである(7)。

「系列」という曰本の企業集団は、ゼロエミッションを達成するのに適し

た産業組識であると草創期の国連大学ゼロエミッション研究構想において陣

頭指揮をとったＧ・パウリ氏は評価し、曰本企業に期待を寄せる(8)。欠陥ゼ

ロ（Zero-defect)、在庫ゼロ（Just-in-time）を可能にした日本企業の次な

る課題が廃棄ゼロを目標にした生産システムづくりであり、ゼロエミッショ

ンを企業目標に掲げることが、コスト削減､新製品開発、企業のイメージアッ

プ等の競争力強化につながるというわけである。しかしながら、これを単独

の企業あるいは産業で達成することは難しい。ゼロエミッションを達成する

ためには、エコシステムに倣って資源利用の産業連鎖をつくり、原料を多様

な素材に分離する技術の開発が必要である。ゼロエミッション（廃棄・排出

ゼロ）を達成するのに必要な技術は、出口（end-of-pipe）での廃棄物処理
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技術ではなく、入口（発生源）で資源を作り出す素材分離技術である。

雇用の創造に関連していえば、ＺERIは仕事のある場所に人間が移動する

のではなく、人間がいる場所で仕事を作り出すことを試みる。人間が技術に

適応するのでなく技術を人間生活に適応させるという発想である。ここにも

地域の固有の文化や自然を大事にするという地域主義の発想がみられる。世

界企業が生産した画一的な商品の一方通行が、自然環境だけでなく文化をも

侵食し文化の多様性が失われつつあることからしても、地域を今一度見直す

時期にきているといえる。

７沖縄におけるゼロエミッション展開の可能性

一沖縄版ゼロエミッション・モデルの提案一

沖縄は43の有人島から成り立っており、土地はやせていてこれといった資

源がないにもかかわらず人口が多いという島喚県である。気候的には亜熱帯

で、その地理的条件から曰木本士や中国、南方の国々との交易を通じて独特

の文化を発展させてきた。沖縄発ゼロエミッションを考える場合、これらの

特徴がキーポイントになるものと思われる。すなわち、島と海洋の生態系の

保全、経済振興と雇用の創造、そして地域文化の継承と発展を基礎としたま

ちづくりである。

沖縄において比較優位性をもつ産業として何が考えられるかということで

あるが、それは地域のもつ資源と技術、および立地条件に規定される。曰本

の中で沖縄は非常に明確な地域特性をもっている。地域特性としては、自然

的特性（気象、立地、植生、天然資源など）と社会的特性（政治的､経済的、

軍事的条件など)、およびこの２つから導かれる文化的特性（技術、芸術、

伝統、県民性など）がある。これらの地域特性を検討した場合、現在、将来

ともに比較優位性をもつと考えられる産業は海洋資源を含めたバイオマスの

総合利用（図１参照）である。ゼロエミッションの提案する新産業集団はバ

イオマスを基本軸のひとつにしており、ゼロエミッションがめざす目標と沖
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(資料:照屋輝一･池間洋一郎､沖縄県技術情報誌､VoL11、No.3３ (1987.1））
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縄の地域特性が一致するところに沖縄におけるゼロエミッション展開の可能

性があるといえる。

沖縄伝来の製糖産業や発酵醸造業を核としたバイオマス産業と太陽発電や

風力発電、廃プラスチックのガス化・油化技術など曰本が期待される新技術

を組み合わせた廃棄ゼロの産業社会を築き、情報化時代、国際化時代にあっ

て、その技術情報を世界に発信していく環境重視、技術志向型の経済を構築

していくことが沖縄におけるゼロエミッション活動の課題である。このプロ

ジェクトを実現していくためには、個々の企業における熱意はもとより、農

水省、通産省、大蔵省といった省庁の壁を取り払った行政の支援とリーダー

シップが求められる。

（事例１）製糖工場を核としたゼロエミッション・モデル［砂糖単独津塵型

製糖産業から高度総合利用型さとうきび産業を目指して]('）

ゼロエミッション研究構想においては、さとうきびから砂糖だけでなく、

パルプやプラスチックをはじめ、燃料、洗剤、医薬品等広範な製品製造が可

能であり、バイオ産業の中核企業として製糖工場が注目される。さらに伝統

産業である泡盛醸造業等や染織物、窯業との組み合わせにより産業クラスター

としての展開が期待される。

さとうきびは沖縄県農業の基幹作物であるが、国際競争力はなく国の保護

に頼っており、近年の農産物自由化の圧力や農家の高齢化等、製糖業を取り

巻く環境は年々厳しさを増し、赤字経営を余儀なくされている。県内製糖業

経営の問題点は、（１）主たる製品が砂糖のみであること、（２）大規模な装

置産業でありながら工場稼動期間が年間わずか２～３ケ月しかない季節産業

であるうえ、１工場あたりの原料搬入量が激減し全経費に占める固定費の割

合が高いこと、（３）大量のエネルギーが必要であること、に集約できる。

これらの３つの問題点が解決できれば製糖会社の経営は好転しよう。すな

わち、第１に砂糖以外の高付加価値商品を開発して売り上げを増やすこと、

第２に工場設備の稼動期間を延長すること、そして第３に安価なエネルギー
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図２．サトウキビの総合高度利用体系

資料：照屋輝一「沖縄の産業振興一（株）トロピカルテクノセンターとの関

わり－」（講演録，1992）
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を得ることである。従来の製糖産業の枠組みにとらわれずに、他の産業と連

関させるゼロエミッションの発想を応用することによって新しい視点を開く

ことが展望を開く鍵となる。

そのために必要なケーン・セパレーション・システム等の基礎技術は既

に確立されている。ケーン・セパレーション・システムとは、さとうきびを

丸ごと裁断圧搾する従来のミル方式に対して、ワックスの付着している薄い

表皮部分、固い外皮部分、そして内側のジュースを含む柔らかい部分に一挙

に３分割する技術である。これにより、多品種の商品開発が可能になる（図

２参照)。外皮（ハード繊維）から紙パルプや建材、柔繊維からは食物繊維

や飼料等、そしてワックス分は天然ワックスとして多様な用途がある。

（事例２）自由貿易地域とゼロエミッション工業団地

平成10年３月、廃棄物発電の利用に関する２つの報告書が出された｡('0）

時を同じくして同じ内容の企画が沖縄本島の中南部地域において提示された

ことは、前述した製糖業の再建が安価なエネルギーを必要としており、廃棄

物発電事業に対する期待が大きいことを物語っている。

廃棄物発電の存在意義は単に廃棄物のサーマル・リサイクルという側面だ

けにはとどまらない。産業にはエネルギーが必要であり、サーマルリサイク

ルによる廃棄物発電のためのRDFは化石燃料に代わるものとして、また太

陽光発電や風力発電を補完する燃料として位置づけられる。その際、廃熱や

炭酸ガスも利用することでゼロエミッションを達成できる。工業用水の再利

用とあわせ、ゼロエミッションを自由貿易地域の目玉にし、ＲＤＦ製造設備

を搭載したリサイクル船を就航させれば、奄美を含めた島喚地域の固形燃料

を受け入れることもできろ。大小さまざまな離島を多く抱える本県にあって、

貯蔵性、輸送性に優れたＲＤＦのもたらすメリットは大きい。

安価なエネルギーを供給することにより、前記の新方式による製糖工場を

自由貿易地域内に誘致してトロピカル・テクノ・センターその他で進められ

ている技術を海外に移転するためのパイロットエ場とすることもできよう。
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しかしながら、このプロジェクトは、事業主体となる事業所や関連企業のみ

ならず、県、市町村、電力会社等の連携が必要であるが、関係者の利害調整

が難関となっている。

８ソシオ・エコロジカル・マーケティングの展開

1950年代から60年代において発展したマーケティングマネジメントは、消

費者利益を企業利益に優先する消費者（顧客）志向を中心理念とするもので

あった。しかし、６０年代後半から台頭したコンシューマリズム、そして1970

年代における企業の社会的責任の追及から、これら２者の利益に加えて社会

的利益が論じられるようになった。さらに、８０年代から90年代にかけては、

オゾン層破壊や地球温暖化問題等、地球環境問題が深刻化し、これまでの大

量生産、大量消費の経済の見直しが迫られるようになった。とくに近年の環

境ホルモン問題は種の存続に警告を発し、資源の枯渇に加えて将来世代の安

全を脅かすものとなっている。

一般市民社会から離れたところに市場経済があるのではなく、全体システ

ムとしての生態系の中に人間社会があり、人間社会のサブシステムとして経

済活動があるというシステム論的認識が求められている。このような観点か

らすれば、環境問題に対処できる企業のみが競争に勝ち残ることができる。

少なくとも競争上の優位性をもつことができるのである。ここにおいて、マー

ケティングは単に企業自らがエコロジカルな行動、社会貢献活動をするだけ

でなく、顧客に対してもエコロジカルな消費生活を促がすような戦略展開が

必要となる。

このような意識啓蒙的な社会活動は、従来、ＮＰＯ（非営利組識）によっ

て為されてきたが、企業がNPOの活動を積極的にサポートすることが自社

の利益になるケースもある（例えばCO2削減対策として電力会社がＮＰＯ団

体と共に植林活動を行なう等)。その意味で、企業が社会問題に背を向ける

のでなく、利益を越えたところで社会の構成員として自らのもつ資金､技術、
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人材等を社会問題の解決に役立てていくところに市民の信頼を築きあげるリ

レーションシップ・マーケティングの理念が生かされ、事業機会の芽を育て

ていくことができる。｢社会とともにあってこそ、企業もまた発展していく」(u）

のである。

企業、市民あるいは市民組識のＮＰＯ、および行政がパートナーシップを

組んで環境問題に取り組む時、ソシエタルマーケティング（企業が行なう社

会貢献的活動）とソーシャルマーケティング（非営利組識のマーケティング

活動）は融合し、ソシオ・エコロジカル・マーケティングとなる。本論の課

題である持続可能な社会を構築するためは、如何にして市民と企業、そして

行政との協力関係（パートナーシップ）を築くかが鍵となる。

その意味で、ＮＰＯ（非営利組識）の使命は公共の利益（価値）目標を設

定することであり、単に態度を変えさせるだけでなく、共通のビジョンに対

する行為者にしていくことである。Ｐ.F､ドラッカーは、「非営利機関は、人

間を変革する機関である」といいきる。(②持続可能な社会の構築という社会

システムの変革には自発的に行動する人材が求められている。大衆消費社会

の申し子として今曰の消費文明をリードしてきたマーケティングには大衆の

意識を変革するノウハウの蓄積がある。エコロジカルなライフスタイルを促

進し持続可能な社会を構築するための教育・啓発をすることが企業の戦略と

なる時代がきているのである。

９おわりに

本論においては、時間的、枚数的制限があり言及することはできなかった

が、持続可能な社会への取組みとしては､本論で紹介した国連大学ゼロエミッ

ション研究構想のほか、スウェーデンの（財）ナチュラルステップが提唱す

る持続可能な社会の４つのシステム条件、東京大学人工物工学研究センター

のインバース・マニュファクチュアリング、ドイツのヴッパタール研究所／

ワイツゼッカー博士の『ファクター４」等、さまざまな事例がある。今後、
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稿を改めてこれらをまとめていきたい。
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