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１．豊かさの再定義と顧客満足

地球はこれまでの科学が知り得る限り唯一の豊かな生命体が存在する惑星

である。そこでは太陽エネルギーによって大気や水が循環する地球規模の循

環系から、動物界、植物界の生命の循環系まで大小さまざまな有機体、無機

体の循環系が複雑に入り組み、生命の網が張り巡らされている。生命が誕生

して成長し、土に還るまでのプロセスは、共に支えられ、共に働く共生であ

り、生命は循環していく。このような共生と循環のシステムによって自然界

はバランスが保たれているのであり、自然界に無駄はない。

地球上の生命は、太陽のエネルギー、大気と水と大地間の大きな循環、そ

して網の目のようにはりめぐらされた多様な生命の循環の絶妙なバランスの

上に存在している。大気と水とエネルギーは生命維持の必須条件であり、陸

上動物である人間は食物の生産をはじめとする生活基盤を大地においている。

しかしながら、これらのことはあまりにも自明であるため、経済活動の論議

の対象とはならなかった。
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経済活動は資源を市場で交換価値のある財・サービスに転換するプロセス

であるが、今、市場経済は、その入口で資源枯渇と環境破壊、出口で環境汚

染・破壊の諸問題に直面している。大量生産、大量消費を支える経済活動の

前提そのものが崩壊の危機にあり、それゆえ、枠組み（パラダイム）の転換

が求められているのである。ゼロエミッションは、インダストリアル･メタ

ポリズムの概念に基づき、機械論的市場観から自然生態論的市場観への転換

を提起するものである。

社会経済システムには、消費者、企業、政府の3者が関与している。消費

者とは生活者であり、ライフスタイルの変更には生活価値観の変革がなけれ

ばならない。そのためには「豊かさ」についての再定義が必要である｡物質

的な豊かさから精神的豊かさへの転換であり、個別的豊かさから公的・社会

的豊かさの共有への移行である。

これまで豊かさとは物質的・個人的なものであった。貨幣価値に換算して

より多くの家財を見える形で所有することが豊かさであり、家電品や自家用

車、ぜいたくな衣料品や食事等をこれみよがしに見せびらかすことで豊かさ

を実感することができた。しかしながら、そのためには職場や学校で厳しい

競争に勝ち抜かなければならず、その結果、自然環境は破壊され、地域の連

帯は失われ、人々の心はすさんできたといわれる。受験戦争や過労死という

言葉は競争のすさまじさを象徴するものである。緑豊かな生活環境、障害者

や老人が安心して暮らせるまち、こどもたちが伸びやかに育つ教育環境の確

保こそが豊かさであり、価値観を変革する必要があるといわれて久しいが、

実態として受験戦争はエスカレートするばかりであり、バブル経済の崩壊を

背景に中高年男性の自殺が急増している。

1970年代は円高の進行、原油価格の高騰、国内における公害に対する規制

強化等、曰本の産業界にとっては逆風が続いたが、1980年代には世界に冠た

る「技術立国（ハイテク・カントリー)」の名を欲しいままにした。結果的

に逆境は曰本企業の競争力を高め、曰本製品に対する評価は、低価格から高

-156-



顧客満足と脱物質文明（伊波美智子）

品質へと変わった。価格から品質に競争力をシフトすることで国際競争力を

勝ち取ったのである。その背景には、工場のロポットイヒや家電品、オーディ

オ製品等の消費財の軽薄短小化による新製品開発を可能にした技術革新があ

り、欠陥ゼロや在庫ゼロを達成した経営革新がある。

しかしながら、企業の技術力だけで環境問題に対応するには限界がある。

先進国における今曰の環境問題の多くは消費者のライフスタイルに起因して

いるからである。マーケティング・マネジメントとは需要のマネジメントで

あると定義できる。産業界は自らの市場をマネジメントすること、すなわち、

需要の量と質、およびタイミングを望ましい方向に誘導することにより市場

(顧客）の創造と維持が可能になる。これまでは、消費者は大量に消費する

ことで満足すると考えられていた。いわば浪費型顧客満足であるが、これか

らは少ない資源でより多くの満足を創り出すことが求められる。

２．線型経済から循環型経済へ～社会システムの革新

環境破壊が地球規模で進行している現代の環境問題の原因は、生産と消費

という人間の経済活動が自然生態系の循環を断ち切る形で行われているとこ

ろにある。今や、私たち人類は地球上の生命の存続に関して重大な責任を負っ

ている。地球温暖化、砂漠化、森林の減少、水資源の枯渇等といった地球環

境問題は相互に関連しているため、個々の事象に個別的に対応するのでなく、

ライフスタイルの転換を含めて社会経済システムを変革するための総合的な

アプローチが必要である。

経済システムを含む社会システムを変革するためには、意識改革のための

環境教育、行政への市民参加という意思決定プロセスにおける民主主義、そ

して環境問題はコストがかかるという認識を払拭するためのマネジメントの

視点が必要である。西欧諸国において環境問題への対応が進んでいるのは学

校教育に環境教育が取り入れられ、伝統的に自然を愛好するスポーツやレク

レーションが盛んであるというばかりではない。政治参加や行政システムに
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おける民主主義の熱度が進んでいるという側面もある。民主主義とは功利主

義的な多数決ではなく、社会的弱者の権利確保に視点をおく公平な社会シス

テムをめざすものである。そのために、行政における情報公開、企業やNPO

とのパートナーシップの促進、オンプズマン制度等が試みられている。

また、市場が自然界から資源を収奪するばかりで資源の修復コストを考慮

にいれていなかったことへの反省から、経済開発協力機構(OECD)は、市場

に環境コストを内部化するための経済的手法の導入を提唱してきた。経済的

手法にはデポジット制度や環境課徴金、排出権取引等がある。すでにデポジッ

ト制度は欧米や韓国、台湾等で飲料容器や自動車、家電品等に適用され、成

果をあげている。北欧諸国では化石燃料への炭素税や有害化学物質に対する

課徴金を実施するとともにエタノール等の植物系油をディーゼル燃料に代替

する試みが進められている。排出権取引はアメリカ合衆国において導入の実

績があり、1997年の京都における第３回気候変動枠組条約（COＰ３）以来、

CO2の排出削減目標の達成に向けて国際間での取引が検討されている。

北欧諸国やドイツ等では使用済み製品の回収と廃棄物処理についてのメー

カー責任（拡大製造者責任）が法律で規定されている。日本においても家電

リサイクル法においてメーカーの回収責任、リサイクル責任が義務づけられ

た。また、平成12年５月の国会で、「循環型社会形成推進基本法」をはじめ

として「廃棄物処理法」及び「資源の有効な利用の促進に関する法律（リサ

イクル法)」の改正、「建設工事に係る資財の再資源化に関する法律｣、「食品

循環資源の再生利用等の促進に関する法律｣、「国等による環境物品等の調達

の推進等に関する法律」が成立し、廃棄物・リサイクル関連法の全体像がで

きた。今後、環境問題に関する法律面からの規制はいっそう厳しくなるもの

と予想される。

一方、このような規制に対して受身的に対処するだけでなく、環境問題へ

の対応を積極的に市場の競争戦略に取り入れようとする動きも見られる。国

際標準機構（InternationalStandardOrganization、略称ＩＳＯ）における

-158-



顧客満足と脱物質文明（伊波美智子）

ISO14000sの導入は、環境ISOと呼ばれる認証制度を設けることで、環境問

題の解決にマネジメントの視点を導入し、経済活動の環境への負荷低減をは

かっている。ＺERIもまた、新産業集団の形成を通して資源の生産性を高め、

雇用を創り出し、産業振興と環境問題を同時に解決しようとする。産業界に

おけるゼロエミッション活動は単なる廃棄物処理ではなく、欠陥ゼロ、在庫

ゼロを達成した日本の企業が取り組む２１世紀の競争戦略として、より積極的

な競争戦略的側面が強調されるべきものである。

環境問題、とくに廃棄物問題は、こちらを叩けばあちらと、終わりなきモ

グラ叩きゲームのような徒労感、出口のないトンネルを進んでいくような絶

望感を覚えてしまう。表面化した事柄に泥縄式に対応するだけではすぐに矛

盾が露呈して壁にぶつかってしまうからである。リサイクルすればよいとよ

くいわれるが、すべての製品についてマテリアル・リサイクルができるわけ

ではない。大量生産、大量消費の経済システムを温存したままでの大量リサ

イクルは不可能であることを認識する必要がある。

ならば、解決方法はあるだろうか。出口への展望は見出せるのであろうか。

ひとつの手法として総合的・システム的アプローチが挙げられる。環境問題

に個別に対応するのでなく、社会システムの問題として総合的に対処するの

である。モグラ叩きにﾛiiiえていえば、モグラが顔を出す穴の数を制御可能な

数に減らし、予測される危険に対して予防的措置を講じることである。マネ

ジメントにおけるリスク管理であり、ここに環境問題の解決に向けてマネジ

メントの視点を導入する意義がある。

３．環境問題へのマネジメント視点の導入

経済活動は「有形無形の資源を市場で交換価値のある財、サービス、情報

に変換する活動である」と定義することができる。しかし、マクロの経済活

動は企業、行政、家計といったミクロの組識の集合体ではあるが、単なる集

合体ではない。それは、市場内部の取引だけでなく、市場外の要素、いわゆ
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ろ外部効果やシャドウワーク（対価が支払われない労働）といった要素をも

含むからである。

市場での交換活動、すなわち経済取引だけに限定すると、それは入口にお

いて天然資源を投入する段階ですでに自然を破壊し、大量の汚染物質と廃棄

物を生じる。そして製品に加工する段階で更に大気と水を汚染し固形廃棄物

(産業廃棄物）を生じ、製品を使用（消費）する段階においても汚染物質を

生じ、最終的には一般廃棄物として処理される。最終製品になるのは当初の

資源量の約10～20％にすぎない。これは、日本におけるマテリアルバランス

において、資源の投入量のうち約８割が産業廃棄物、１割が一般廃棄物とな

り、残り１割がストックされるという試算からも導き出される。経済的繁栄

は廃棄物の山の上に築かれているといっても過言ではなく、廃棄物を制御で

きない経済活動は砂上ならぬ廃棄物の山上楼閣にすぎない。

このような市場における直線的な生産／消費活動は入口における天然資源

の枯渇問題、生命の安全と健康を蝕み始めた生活環境の汚染、そして出口に

おける廃棄物処理問題の壁にぶつかり、もはや誰の目にも限界が見え始めて

いる。現在のような大量生産・大量消費・大量廃棄の経済システムがこの先

50年後も可能であると予想する人はほとんどいない。せいぜいあと20年くら

いだというところで大方の人々の意見は一致する。この10年ほどの間に経済

社会システムを変革しなければならないのである。

大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済システムを持続可能な形に変える

ためには、少ない資源でより多くの満足を得られる効率の高い技術を開発す

る必要がある。すなわち、労働生産性より資源やエネルギーの生産性に重点

を置き、少ない資源で満足を高める社会的仕組みをつくることである。資源

生産性が４倍に上昇するなら、今の豊かさを２倍にし、環境に対する負荷を

半分にできるというのがファクター４の考えであり、１０倍にしようというの

がファクター10である。

また、ファクター４やファクター10と同じように、顧客満足を損わずに資
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源の生産性を高めようという試みとしてインパース・マニュファクチャリン

グの発想がある。これまでの流通システムが生産→流通→消費→廃棄という

直線的なものであったのに対し、これを循環型にすることで資源を回収して

再利用とリサイクルをはかり、結果として資源を廃棄せずに資源生産性を高

めようというものである。この場合、財の所有権はメーカーが保有し、顧客

はリースないしはレンタルという形でニーズを充たす。

部品の再使用や原材料リサイクルの生産性を高めるこのようなシステムが

成功するためには、回収率の向上がキーポイントになる。回収率を高めるに

は所有権を移転するより、デポジット（保証金）を担保に使用権を設定する

｢リース／レンタル」の方が効果的である。「所有」は消費者のニーズや欲求

を満足させるための方法であり、手段にすぎない。消費者の必要や欲求を満

たすためであれ、豊かさを誇示するためであれ、かならずしも所有する必要

はないのである。かつて割賦販売という形態は耐久消費財の市場拡大に大き

なインパクトをもたらし、クレジットカードの普及はその対象商品の幅を広

げた。「リース／レンタル」が新たな消費形態となる可能性は否定できない。

現に、３年間のクレジット契約を結んで新車を購入し、３年経過後に売却し

て新たな車を購入するという消費者が増えつつある。このような消費者に対

して、販売店は新規の顧客より有利な融資条件を賦与するという恩典を与え

ている。毎月の割賦金支払いはレンタル料に相当するというわけであり、点

検サービスを含めて顧客と長期にわたって良好な関係を維持しようというも

のである。メンテナンスに重点をおいたオフィス事務機のリース契約も同様

である。メーカーが売るのは製品ではなくメンテナンスや情報提供といった

サービスだというのがコンセプトである。

顧客との信頼関係の上に長期のビジネスを展開するマーケティングはリレー

ションシップ・マーケティング（関係性マーケティング）と呼ばれる。この

意味で、資源の生産性を高めると同時に、モノの販売から信頼とサービスの

販売へと視点を移す「リース／レンタル」戦略は先端的なマーケティングで
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あり、仕掛け如何によっては今後のマーケティングの主流になりうる発想で

ある。

４．顧客満足とリレーションシップ・マーケティング

企業はゴーイング・コンサーンとして継続性を前提にしており、いったん

事業を興した以上、顧客や従業員に対して事業を継続していく責任がある。

)事業を継続していくためには、自己の事業をひいきにしてくれる消費者、す

なわち顧客をつくりださなければならない。顧客創造こそが企業の目的であ

り、満足した顧客が継続的に企業に対価を支払うことにより企業は報酬とし

ての利潤を得ることができる。企業が存続するためには利潤が必要だが、利

潤それ自体が目的ではない。事業の目的は顧客の創造と維持であり、顧客が

いる限りにおいて、事業はなりたつのである。企業は、顧客満足という事業

理念のもと、顧客の創造と維持という事業目的に向けて事業活動を進め、そ

の結果あるいは報酬として利潤を得る。利潤とは収入から費用を控除したも

のであり、マーケティングは事業収入を確保する事業機能である。したがっ

てマーケティングの成果は顧客満足の程度によって測りうるといっても過言

ではない。

事業が社会的に存在する理由は社会に必要な財やサービスを提供し、顧客

満足を創り出すことにある。その場合の顧客満足の状態には３つ考えられる。

満足がプラスの状態、プラスでもマイナスでもないゼロ状態、そしてマイナ

ス状態である。顧客満足はプラス状態にあるのが望ましいことはいうまでも

ないが、満足という概念はかなり主観的なものであり、周囲の環境条件に左

右される。同じ食事であっても空腹状態にある時の方がより満足度が高く、

値段が安ければ満足度が高いというわけでもない。しかし、少なくとも満足

がマイナスの状態にあるということは基本的な社会的責任を果たしていない

ということである。

低成長経済下にあってリレーションシップ・マーケティングが注目されて
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いる。企業を漁師、利潤を魚に11miえると、一度にたくさんの魚をとって腐ら

せるより、継続的に魚を獲れるようにすることが大事である。ここに顧客と

の良好な関係を長期にわたって維持するリレーションシップ・マーケティン

グの理念がある。すなわち、短期的な利潤極大に利益の基礎をおくのでなく

長期的安定的な利益の確保を目的にする。また、リレーションシップ・マー

ケティングは新しい顧客の確保より現在の顧客、永続的なひいき客を大事に

するためにサービスの差別化を図ろ。新車購入客に対して買い換え時のロー

ン利子率を大幅に安くする販売店があらわれたりしているのはその例である。

リレーションシップ・マーケティングについては保険業界に典型的な事例

をみることができる。モノを売るよりサービスを売る方が難しく、「安心」

というサービスを売る保険事業には高度のマーケティングが必要とされるか

らである。保険事業では、契約更新時に掛け金を安くする等、長期契約者ほ

ど有利になるような商品が普通である。また、優秀な保険外交員は顧客との

関係維持に心を配る。満足した顧客は契約を更新し、家族を顧客に加えたり

知人を紹介してくれたりすることを知っているからである。

顧客満足は、商品ないしはサービスのパフォーマンスがどの程度買い手の

期待に応えたかによって決まる。''１製品のパフォーマンスが買い手の期待を

上回ればより高い満足が得られるし、期待したほどのものでなければ満足度

は低い。顧客満足に関する現代のマーケティング理論においては、エナクト

メント・パラダイムからフィットネス・パラダイムへ、そしてインタラクショ

ン・パラダイムヘという３つのパラダイムの大きな流れが想定されている。

そこにおいては、顧客は企業の一方通行的な価値刺激型マーケティング活動

への反応者から、断続的双方向コミュニケーションによる価値発見型マーケ

ティング活動の価値保有者へ、そして継続的・融合的なコミュニケーション

により事業者と一体化した関係を築くことにより共に価値を創り出していく

(1)Ｐ・ＫｏｔｌｅｒａｎｄＧ・Ａｒｍstrong，ＭＡＲＫＥＴＩｌＶＧ－Ａ〃htroductio〃，New

Jersey：PrenticeHalllnternational，Inc.，1997.
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事業活動のパートナー（友人）へと進化していくのである。(2)このような価

値共創型のリレーションシップ・マーケティングにおいては、事業者と顧客

は強い信頼関係で結ばれ、新しい価値を継続的に共創していく関係にある。

５．ソリューション満足のマーケティング

事業が社会的に存在する理由は社会に必要な財やサービスを提供し、顧客

満足を創り出すことにある。その場合の顧客満足の状態には３つ考えられる。

満足がプラスの状態、プラスでもマイナスでもないゼロ状態、そしてマイナ

ス状態である。顧客満足はプラス状態にあるのが望ましいのはいうまでもな

いが、満足という概念はかなり主観的なものであり、周囲の環境条件に左右

される。同じ食事であっても空腹状態にある時の方がより満足度が高く、値

段が安ければ満足度が高いというわけでもない。しかし、少なくとも満足が

マイナスの状態にあるということは基本的な社会的責任を果たしていないと

いうことである。

このような顧客満足の状態に対して、事業者はそれぞれ如何に対応すべき

であろうか。プラス満足の顧客に対しては、より長期的なロイヤリティ維持

と発展のために良好な関係を維持することが必要であり、不満ではないが満

足してもいないゼロ満足の顧客に対しては、戦略的に満足を創り出す仕掛け

が必要である。マイナス満足の顧客ははっきりした不満を認知しており、社

会的責任としての顧客満足が充足されていないのであるから、この状態は是

正されなければならない。

例えば、電力事業におけるこれまでの顧客満足は、増大する需要に対して

発電所を増設することで対応してきた。とくに1970年代のオイルショック以

降は原子力発電所建設がエネルギー政策の根幹に据えられ、今後も増大する

需要に対処するために新たに20基の原子力発電所建設が必要だとされている。

１２１嶋口、前掲書。
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しかし、原発事故の続発により新たな立地は厳しく、廃棄物処理施設の確保

も難い､・かといって窮乏生活を強いることもできない、というトリレンマ

に曰本のエネルギー政策は立たされている｡顧客満足の視点から、電力事業

をみた場合、原発事故のような状況は明らかにマイナス満足である。

事故を別にすれば、一般的にいって顧客は傍観者的な態度にあり、顧客満

足に関する認知はおおむねゼロ満足の状態にあるといっていいのではなかろ

うか。しかし、電力事業者は上述のような社会的責任充足の課題に直面して

いる。地球環境保全の理念に反するため積極的な需要拡大策はできないが、

事業者の方からより積極的な戦略的顧客満足を仕掛けることによってソリュー

ションを見出し、企業成長と顧客満足の両方を達成する必要があろう。

電力にかぎらず、このよ

うな問題解決型のアプロー図１ソリューション満足のマーケティング類型

チは、不透明かつ不確実な

市場環境のもとではますま

す重要になると思われる。

ソリューション発見型のマー

ケティングには、図１にみ

られるように、（１）行動重

視型マーケティング、（２）

提案型マーケティング、(3)

奉仕型マーケティング、(4)

ワークショップ型マーケティ

ングの４つの類型がある｡'８１

行動重視型マーケティング
'』－－匹＝、／′￣’～（出所）嶋口充輝『顧客満足型マーケティングの横

は、売り手と買い手の双方図』有斐閣、209頁。

(8)嶋口充輝『顧客満足型マーケティングの構図』有斐閣，1994年。
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が解決すべき問題を既に知っているため、できるだけ速く問題を解決するた

めに行動することが双方の利益になる場合である。提案型マーケティングは、

買い手は自分自身の問題認識や解決方法について未知の状態にあるが、売り

手の方はすでに知っている状態である。この場合は買い手に対して企画提案

をして説得するための知識と情報が必要になる。奉仕型マーケティングは、

買い手は自らのニーズを知っているが、売り手がまだ適切な解決法を知って

いない状態であり、売り手は解決法を引き出すために買い手に奉仕すること

になる。ワークショップ型マーケティングとは、買い手も売り手もともに解

決策について未知の場合である。このような状況では双方がまだソリューショ

ンの本質をつかんでいないため、相互に相手の立場を理解し、協力して問題

の本質を確認し解決方法を模索するという手法が有効である。この種のワー

クショップ型マーケティングを行うには、事業者は研究会等の名目で顧客と

ともに考えるための接触機会や場をもち、相互信頼に基づく関係を築くこと

が何よりも重要になる。

例えば、自然エネルギーの導入に対する国民の期待は高いが、高品質の電

力エネルギーに`償れた顧客が実際に低品質でしかも値段の高い自然エネルギー

を買ってくれるだろうかという不安を電気事業者は抱えている、という問題

がある。一方、社会問題化している廃棄物処理については、単なる焼却では

なく、プラスチック系廃棄物と有機系廃棄物を分別することにより、高エネ

ルギー発電やパイオガス発電が可能になる。自然エネルギーと組み合わせる

ことにより、観光資源にもなる時代である。このような問題については、ワー

クショップ型マーケティングが参考になる。「ワクワクするような夢のある

フィクションをストーリー構想としてマーケティング政策でつくりあげ、そ

れを顧客とインタタクティプに意味づけしながらノンフィクションにしてい

くプロセス」(4)である。

141嶋口充輝『柔かいマーケティングの論理』ダイヤモンド社、1997年。
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６．脱物質文明における顧客満足と事業者のミッション

産業革命の成功による機械文明の発展は、地球の埋蔵資源を急速かつ効率

的に快適さと豊かさに置き換え資源を浪費してきた。「アメリカエ学アカデ

ミーのある研究によると、消費され販売された資源のおよそ93％はその商品

に利用されていない。さらに、すべての完成品の80％は一回使って捨てられ

ている。エネルギー、水、輸送についても私たちが手にする前に、その大部

分が浪費されている。建てつけの悪い住宅だと屋根、窓、壁から暖かさは逃

げてしまう。巨大発電所で発電されたエネルギーは実際にはごく一部しか利

用できない。電気をともすために発電所から送電されるエネルギーのうち７０

％は、電球に到達する前に消滅してしまい、残ったエネルギーの10％、つま

り１次エネルギーの３％が光りに変るにすぎない。…」(5)

こうした浪費は環境破壊と種の消滅という負の遺産をもたらし、事態は急

速に悪化している。現在の大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済システム

を早急に持続可能な形に変えていかなければならないのである。そのために

は、少ない資源でより多くの満足を得られる効率の高い技術を開発する必要

がある。労働生産性より資源やエネルギーの生産性に重点を置き、少ない資

源で満足を高める社会的仕組みを考えなければならない。脱物質主義の顧客

満足の創造である。

顧客が求めているのは財ではなく、効用（便益）ないしは満足であり、モ

ノは手段ないしは入れ物にすぎない。テレビが欲しいのではなく、映像によ

る娯楽や情報がほしいのであり、場合によっては最新設備を誇示するためだ

けに財を保持することもある。乗用車や家電製品、パソコン等は、このよう

な誇示的購買動機も手伝って顧客は頻繁に買い換えたいという欲求をもって

いる。さらに、廃棄物処理のコスト負担が増加傾向にある中でリースやレン

タルは顧客にとってメリットがある。メーカーにとっても顧客との接触が増

(5)Weizsacher，Ｅ、Ｕ､，Ａ・BLovins，ａｎｄＬ．Ｈ､，Lovins，Z7tuctor4，１９９５．

(佐々木建訳『ファクター４』（財）省エネルギーセンター，1998年）
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えることにより、顧客ニーズをダイレクトに収集して新製品開発に生かすこ

とができるだけでなく、買い替えを促がすこともできる。

企業の存在理由は財やサービスに対する社会的需要（ニーズとウォンツ）

を充たすことであり、事業者はそのミッション（社会的使命）を認識するこ

とにより社会的責任を果たすことができる。ゼロエミッションの理念は顧客

満足を損わずに事業活動を行うことであり、それ故に市場競争において優位

にたつことができるという戦略的視点をもっている。

ここで、企業の企業の社会的責任について概略をみよう。図２に示されて

いるように、社会的責任には、基本責任、義務責任、支援責任という３つの

責任がある。'６１

基本責任とは、当事者双方の自由意志による自己利益追求を基礎にした相

互同意型の交換を推進するものであり、市場における需要と供給の状態によっ

て交換価値が社会的に決定される。そこでは自由競争によって消費者満足が

増進されると同時に、市場の論理によって顧客の期待に応えられない事業者

は淘汰されるということが前提にされている。

しかしながら、現実には市場の不完全性のために市場の失敗と呼ばれる２

つのタイプの不利益が生じる。外部不経済と内部不経済である。このような

不利益を生じないようにすることが義務責任である。外部不経済とは、公害

や環境破壊にみられるように環境への負荷が市場価格に正当に反映されてい

ないために生じる社会的不利益である。内部不経済とは、市場の構造的要因

により情報隠匿や不公正な取引が行なわれるために生じる欠陥商品・危険商

品や独占禁止法違反事件のような社会的不利益である。このような義務違反

に対しては、環境汚染防止や独占禁止、消費者保護などの法律を制定するこ

とにより社会的に規制する方法と、産業界あるいは事業内部において最低限

の倫理コードを制定して自主的な規制を求める方法がある。

'６１嶋口、『柔かいマーケティングの論理』。
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図２企業の社会的宜任

支援責任

動

政治献金） 援助など）

基本責任義務責任支援責任

当事者双方の自由意志にステップ１：最低限の義「企業市民」「美しい企
よる自己利益追求を基礎務としての倫理コード業」として企業家精神を
ｌこした相互同恵型の交換（codeofconduct）の厳生かしながら、長期的な
の推進守存続基礎投資として対応

ステップ２：疑いの可能
性のあるグレーゾーンに
対するデマーケティング

（demarketing)対応(｢不
為の哲学｣）
ステップ３：潜在的社会

，不満に対しては価値創造
型マーケティングで対応

ステップ４：不当な社会
圧力に対する法廷闘争

(出所）嶋口充輝『柔かいマーケティングの論理』ダイヤモンド社，1997年，９０ページ。
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支援責任とは、ポランタリーな社会貢献責任である。かつては余裕があれ

ば社会に寄付するという慈善（charity）的なものがほとんどであったが、

近年はメセナやフィランスロピ－のように、地域の文化的、社会的活動に関

与したり非営利組識や市民活動を人的、財政的に支援するというように積極

的な社会的貢献をすることがコーポレート・シチズンとしての企業の責任で

あるととらえられるようになっている。フィランスロピ－活動はアメリカに

おいて活発であるが、アメリカにおいては、「社会を作ったのは政府ではな

くわれわれ自身なのであるから、公共の問題は政府だけに任せておくのでな

く、われわれも行動しよう」という意識が強い。(7)プロテスタントの企業家

倫理はアメリカの伝統であり、地域社会のためのボランティア活動は彼等の

誇りなのである。ヨーロッパにおいても「ノブレス・オプリージ（nobless

oblige＝高い身分にともなう道徳的義務）という貴族社会の伝統があり、曰

本においても明治・大正期の企業家たちは「公益」のために「私利」を捨て

るのにやぶさかではなかった。今日の公益事業においてはとくにこのような

公益の視点にたつ支援責任が求められている。

(7)渡邊一雄『体験的フイランスロビー』創流出版，1992年。
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