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本日の内容 
• 20世紀型経済システムの限界  

     ⇒社会が変わる＊ビジネスが変わる＊生活が変わる 

       「市場の意識変化｣ ＋ 「技術革新｣ ＋ 「社会変革｣ 

• 循環型社会・低炭素社会・自然共生型社会は必須目標 

   「地球の限界」に直面した最初の世代であり、 

  「持続可能な社会」への転換が可能な最後の世代          

• ごみの削減はコスト削減 

   ⇒資源としての利用＋つながりの醸成 

        （サプライチェーン＊地域＊生産と消費) 

     ⇒企業のブランド力向上 

    ⇒ 今日からかしこく豊かなエコビジネスライフ！ 

 

• 世界の動向：「廃棄物排出コスト」は増大の一途です！ 

      今こそ【本当の豊かさ】の提案型ビジネスを！！  



地球環境問題の３大テーマ 
•地球温暖化《省炭素・省エネ》⇒低炭素社会 

 

•環境容量《３Ｒ・省資源・廃棄物削減》⇒循環型社会 

 

•生物多様性《生態系保全》 ⇒自然共生型社会       



問題 日本では一人一日どれくらい 
紙製品を使っているでしょうか？ 

①１０枚 ②７０枚 ③120枚 ④170枚 

                      

                          

                       

                          

            

                       

                           



しかも 

紙生産のために消費されたパルプ材（古紙以外 
の紙の原料）の量は1632万トン(2014年)。 

  

 
     

                 

                 

      
   



職場でも・・・ 

• 無駄に使わない、使い尽くしたら、リサイクルへ！ 

• 使う紙は、古紙利用率の高いものを選ぼう！ 



事業系ごみの排出は 

 資源制約と環境制約⇒環境負荷！ 

    有限な資源・エネルギーを使用 

   最終処分場の逼迫 

   有害廃棄物による汚染 

 処理コストの発生（受入手数料など） 

 処理施設における事故 

分別・リサイクルを進めよう！ 



事業系ごみの排出は 

 資源制約と環境制約⇒環境負荷！ 

    有限な資源・エネルギーを使用 

   最終処分場の逼迫 

   有害廃棄物による汚染 

 処理コストの発生（受入手数料など） 

 処理施設における事故 

分別・リサイクルを進めよう！ 

 

逆転の発想で 
 
廃棄物を利用しよう！ 
ブランド力につなげよう！ 



経済活動の迷惑を最小にするためには････ 

生産 消費 

廃棄物 

ＣＯ２ 

資源 

エネルギー 

 

  ＊出入りを切り詰め、回して使え！ 

 ＊環境効率、アップ！アップ！ 

活動プロセス 

ＩＮＰＵＴ 
ＯＵＴＰＵＴ 

ここに商機！ 



生産効率と環境効率 

• 生産効率 

      Performance／Cost 

• 環境効率 

      Performance／Impact 

 

「Impact（環境負荷）」に価格付けすることで 

市場メカニズムに組み込む流れに・・・・ 

       ⇒技術革新や意識変化が促進！ 

 



廃棄物削減のためには・・・ 
【心・技・体』の総力戦で！ 

 

 

 
技術革新とエコデザイン（事業者） 

ライフスタイルや意識変化（市場） 

社会システムの変革（行政） 

心 

技 

体 

システムを考えることも大切です 



意識の変革には・・・ 

• 情報を共有する 

 

• 行動の結果を 

  フィードバックする 

心 

㈱伊徳ＨＰ 

 別府市ＨＰ 



デザインの力はすごい！ 

 

技 



一般的に 
環境への迷惑料を払わなくていいと、 
使い放題、汚し放題になってしまいます 

 

有限な資源・エネルギーを使うことや 

廃棄物を出すことに対して、 

価格をつけるようになってきました！ 

 

そこで 

体 



市場で経済主体の行動を決めるのは、 
もともと「価格」ですが・・・ 

例えば「ごみ袋の有料化」（システムの変換）をすれば 

 ①なるべく廃棄物が出ないものの方がコストが安くなるの
で、生産者は有利だ！ 

  

 ②なるべく廃棄物が出ないものの方が価格が安くなるので、
消費者も嬉しい！ 

 

 ③環境のことを考えている生産者が、ブランドとして認めら
れるようになっていく！ 

  
⇒ますます環境に迷惑の少ない社会になっていくでしょう！ 

 



例えば、大阪市では事業系の紙ごみの搬入を
禁止しました。 

これは「処理コストやごみの削減」だけでなく 
「リサイクルの促進」のアナウンス効果も。 



実は、「拡大生産者責任」の法制度で 

容器包装材を劇的に減らした国があります 

それは ドイツ！ 
 

 

そこで、これからドイツの街角を散歩しながら 

かの国の廃棄物政策をのぞいてみることにしましょう 



ＤＳＤと『循環経済･廃棄物法(1997)』 

• デュアル・システム(再生費用を製品費用に
転嫁＝拡大生産者責任） 

• 自治体回収とＤＳＤ社による「包装廃棄物」回収という二重のシス
テム。 

• 包装容器を使用する製品メーカーはＤＳＤ社と契約し、商標を取
得。規定のライセンス料（重量と素材による)を払う。 

   ←ＤＳＤ社の運営費に。 

• 各家庭に黄色い袋を配布。街角に黄色い回収ボックス。 
 

   ＊2003年の回収再利用コストは1998年比△5.4億ユーロ＝700億円、） 

   ＊再利用による「天然資源保護」「環境負荷削減」 

    



「拡大生産者責任」にすれば・・・ 

 

川上で廃棄物が減る（発生抑制) 

環境配慮設計(エコデザイン)が進む 

ごみの出ない製品が選ばれる 

   ごみ(環境負荷)が市場で意識さ  

   れるようになる 

社会全体の環境負荷が削減する 
 



デポジット制による回収率向上と 

再利用可能容器の使用量増加 

「飲料包装廃棄物のリサイクル率72％以上、牛乳パッ
クのリサイクル率20％」と制定(1991) 

 

1996年までは基準を上回っていたが、複数年にわたり
基準を下回ったため、『包装廃棄物政令』を改正
(2003) 

   ＊使い捨て容器の比率が高まってきた特定飲料について、強制的に  

    デポジット課金。紙パックは環境影響少の理由で課金免除。 

   ＊ビール、ミネラルウォーター、コーラなど炭酸入り清涼飲料水に。 

   ＊1.5Lまで25セント(32円)、1.5L超は50セント(65円)  

           使い捨て容器も回収する必要⇒使い捨ての利便性なし 

            例：ビール缶は25セント、ビンなら8セント 



まとめ：ドイツでは 

•責任と負担が明確な廃棄物処理
システム   

  ❦ＤＳＤの成果   

   ❦デポジット制の徹底 

    ❦取り組みやすさ満載 

 



• 関西エリアにも
６店舗に導入
（2014年秋～） 

• 六地蔵店 

• 東大阪店 

• 奈良店 

• 都久野店 

• アリオ八尾店 

• アリオ鳳 



世界最大の小売業ウォールマートが、 
３つの公約を発表(2005年) 

    

  

 

 

      ＊エネルギーは100％再生可能エネルギーに。  

      ＊廃棄物をゼロに。  

      ＊資源と環境を持続させる商品を売る。 
  

 ＊店頭の冷蔵ケースのＬＥＤ照明システムの開発に1700万ドル投資、500店以上
に設置⇒年間380万ドルの節約、CO2排出量を6500万ポンド削減   

 ＊ウォールマートの大量購入により、ＧＥはＬＥＤ電球の価格引下げ 
  

 

 

 

 

 ＊2008年には、容器包装削減のメーカー努力を評価するパッケージング・スコ
アカード（得点表）を開始 

 ＊メーカー取引の際、バイヤーが参考に 
 

 

エネルギー消費の効率化 

   ＝光熱費の削減＋炭素コストの削減 



アメリカの高級マーケットは・・・ 

 エコバッグも主張する！ 

 

 量り売りがナウい 

 

 セレブな客はマイバッグ！ 

Whole Foods,Whole People Whole Planet 

(自然食品、健康な人々、健康な地球)」 

I used to be a plastic bottle 
Every plastic may take 1000 years to degrade 

環境配慮を
ブランド化！ 

http://matome.naver.jp/odai/2134303183172272401/2134304961673691403
http://matome.naver.jp/odai/2134303183172272401/2134304961673691203
http://ameblo.jp/madoka415/image-11318912166-12113621130.html


循環型社会の構築も  
       環境効率アップも 

支えていくのは 

    進めていくのは 

 

 「環境軸」で評価する社会システム！ 

 「廃棄物削減」に早く取り組んだ者勝ち！ 

 

   「循環利用」技術の価値が高まる 

      『ピンチ は チャンス！』 



ECOは・・・・・ 
•早い者勝ち（PRIUS、再生複合機など） 

 

•儲かる（ビール酵母で健康食品、バームクーヘン豚など） 

 

•つながる（焼酎の量り売り､星野エリアのゼロエミ、天気予
報で無駄減らし、森の町内会、木になる紙など） 

 

    やらなきゃ損！損！ 
 



『想像力』 

•自分以外の存在を考えることのできる力 

    ⇒エコ・コンシャスで！ 

 

•自分の行動の影響を考えることのできる力 
   たとえば自分の出したごみの行く末に 

    責任を感じられれば、減らす工夫が浮かぶはず！ 

『自分以外』を感じることのできる能力は      
マーケティングや経営にも必須能力！ 



例えば、「排出後」や「海外」に思い
を馳せる能力 

 廃家電の処理問題  自動車の第二の人生 

リサイクルされずにスクラップにして海
外に不正に輸出されるケースが相次ぐ。
環境省の調査では平成23年度約362万台、
平成24年度は推計で130万台。 

日本から海外に輸出している中古自動車は約
100万台。輸出国はロシアが最も多く、UAE、
チリ、経済成長の著しいアジア地域など。 



ごみ減量がめざす『本当の豊かさ』 

 

＊事業者としても個人としても 

  ライフスタイル･ダイエット！ 

    

      

経済の高度化・グローバル化によって 
「つながり」の環が見えにくくなってしまいました・・・ 

『創造力』 



従来の「企業の社会的責任」 
と言えば･･･ 

• 企業の経済活動そのもの 
   「消費者の求めている財サービスの提供｣ 

• 法令や規制の遵守 

    「公害防止」「拡大生産者責任｣ 

• 社会貢献活動 

    「利益の還元」「文化的支援」 

• 本業を通じたステークホルダー課題の解決 

       ⇒ CSR  

       （ごみ削減に繋がる活動で利益創出！） 

   例えば、地域の事業者が連携してごみを減らす
教育プログラムを実施する（西宮市の例）   

    



ごみダイエットの事例です 
ぜひ御社でも！！ 

• 分別のフローを示す分別しやすいごみステーション 
• 給湯器でのマイカップ持参 
• 社員への削減要請や目標説明および啓発 
• 『飼料化』や『堆肥化』の推進 
• 投入量や処分量の把握と情報開示 
• グリーン購入の推進 
• 裏紙の使用とミスコピーの回避 
• ペーパーレスの推進 
• 梱包材の徹底利用 
• 食品（製品）かすの堆肥化 
• 製品のデザイン変更   

 

 

    

http://www.panoramio.com/photo_explorer
http://www.google.co.jp/imgres?hl=ja&rlz=1T4ADFA_jaJP472JP473&biw=2400&bih=1145&tbm=isch&tbnid=mt0sJhw0uyIQ7M:&imgrefurl=http://ameblo.jp/kato-miho/entry-10452517657.html&docid=kIOOxXSLyLijdM&itg=1&imgurl=http://stat.ameba.jp/user_images/20100206/23/kato-miho/c0/68/p/t02200220_0256025610403878191.png&w=220&h=220&ei=r6i5UvHjEoLwkQWMlYH4Cg&zoom=1&ved=1t:3588,r:3,s:0,i:87&ved=1t:3588,r:3,s:0,i:87&iact=rc&page=1&tbnh=172&tbnw=172&start=0&ndsp=55&tx=53.25&ty=89.75


いよいよ地元密着型 
「環境パートナーシップ』の時代です！ 

• 「省炭素」「域内循環」で、一歩先行く地域づくりを。 

 

• 先行果実は大きい！やるのは今！ 

        Here and Now！ 

 

• 「ちょっと粋な」イメージで。 It’s so ｃｏｏｌ！ 

 

 
「環境」目線で商機を見つけ、 

勝機を逃さず先取り経営！ 

＊ご清聴有難うございました 


