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第25回環境文化講演会

サーキュラー・エコノミーは、
市場競争の座標軸を変える
―本質は資源の消費と豊かさの
デカップリング―
東京大学大学院工学系研究科 人工物工学研究センター 教授

梅田

いまの時代の認識として、サステナビリティ、そし

靖氏

の重要な仕事になってきているのだと言えます。

てカーボンニュートラルでも生物多様性においても共

２つ目が、アブソリュートサステナビリティ（絶対

通して、企業活動の変化は必須、むしろ企業活動

量ではかる持続可能性）という考え方です。例えば、

の中心にサステナビリティを取り込まないと企業はや

従来の 3R 活動では、ごみを減らそうとか、できる

っていけなくなるのではないかと思っています。

だけリサイクルしましょうという形で、昨日より今日を

本日はサーキュラー・エコノミーをテーマに、サス

よりよくしようという相対的な考え方が多かったと思

テナビリティがなぜ求められるのか、どのような方

います。ところが、最近の特にヨーロッパを中心とし

向にものづくりが変わっていくのかについてお話しい

た動きは、2050 年までにカーボンニュートラル実現

たします。

という絶対目標を掲げているように、このアブソリュ
ート
（絶対的）という考え方が主流です。これは、地

企業活動とサステナビリティ

1

球は有限であり、人間の活動はその範囲内に収めな
ければいけないというプラネタリー・バウンダリーと

いま、企業にはこれまでとは一段階違った活動が

いう考え方と表裏の考え方でもあります。すでに地

求められています。それには特に３点あり、1 つ目は、

球は、従来のように、モノをつくって、使って、捨て

サステナビリティが企業活動の真ん中にあり、企業

るというリニア・エコノミーではもたないところまでき

活動の隅々に浸透しなければならないということで

ているのです。

す。従来は、CSR 活動という名目で、工場の中で

３つ目が、戦略モデルからビジョンモデルへの転

製品を作る人たちはあまり環境のことは気にしないで

換です。最近では、パーパス経営とも言われています。

いて、一部の環境部門の人たちが環境対策に取り組

例えば、サステイナブル経営で非常に有名なユニリ

んでいました。ところが、いまはこれではすまなくな

ーバの元 CEO のポール・ポールマンさんが早稲田

っていて、まさに企業活動を隅々まで、工場で働く人

で授業をした時に、ほとんどの時間が貧困問題や女

も営業の人も、我が社はどのようにサステナビリティ

性差別、気候変動等の話をして、本当に最後の最

に貢献しているのかという認識と行動が浸透してい

後に、ユニリーバは石けんの会社だから衛生の問題

ないといけません。そういう意味で、これが経営陣

に取り組んでいくのだ、という話をされたというので
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す。このように企業がどういう将来像を描いているの

を循環させるにはリサイクルやリユース、維持や長

か、社員の中で共有されているのかということが、非

寿命化、シェアなどを組み合わせながら、循環させ

常に重要な企業評価の基準になってきているのです。

る仕組みをつくらなければなりません。

例えば、アップルが 2030 年までにサプライチェー

EU が政策パッケージとしてサーキュラー・エコノ

ンの脱温暖化、脱カーボンを目指しますよと言った

ミーを言い出したのは 2015 年になります。その中で、

り、ドイツの化学メーカーのバスフが全商品の原料

サーキュラー・エコノミーを実現すると雇用確保や産

調達から出荷までのカーボンフットプリント（温室効

業競争力の強化につながるとも言っています。

果ガス排出量）のデータを提供しますよと言った時

私たちが考えてきた 3R や循環型社会では、リサ

に、
「ああ、なるほど！ あの会社だったら、そうい

イクルにはお金がかかり、コスト負担になりました。

うことやるよね」というような認識をされ、それがさ

それが逆に競争力強化になるというところが、非常

らに、ESG 投資のような形として表れてきている時

に新しいのではないかと思います。直接的な言い方

代と理解しています。しかしながら、それを世界の

はしていませんので深読みかもしれませんが、脱製

先頭をきって行う日本企業があまり多くない、という

品販売ビジネス社会といいますか、サーキュラー・

ことがなかなか厳しい世の中だということではない

エコノミーによる循環が経済的に成り立つような経

かと思っています。

済システムや社会システムをつくっていくと宣言して

すでに ISO（国際標準化機構）では、サーキュ

いるようにも思えます。

ラー・エコノミーの国際標準をつくろうという動きが

やはり従来の古典的な経済システムの前提で 3R を

活発になっており、内容によっては日本にとっては不

一生懸命がんばろうとしても、なかなか経済的な面

利になりかねない面もあります。

での負担などで仕組みを打破できなかったという、
ある種のジレンマがあったわけです。そうではなく

EU のサーキュラー・エコノミーの現状

て、むしろ循環が優先される経済の仕組みを変えよ
うとしているのですね。すなわち資源消費と豊かさ

図1 は 2016 年の環境白書に掲載されたサーキュ

をデカップリングし、市場競争の座標軸を変え、モ

ラー・エコノミーのイメージ図です。見た目が蝶のよう

ノづくりの価値の提供方法を変えようとしているんで

なのでバタフライ・ダイアグラムとも呼ばれています。

す。

図の左側が再生可能資源の循環図で、右側が枯
渇性資源の循環図です。金属などの枯渇性の資源

どうしたらそのようなことができるのか疑問です
が、そう言える理由が３つほど挙げられそうです。

図１：サーキュラー・エコノミーのイメージ［環境白書, 2016］
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1 つ目は人々の価値観の変化です。最近、メルカ

を循環させられれば資源の消費量がより抑えられる。

リとか、サブスクなど、シェアリング・エコノミーが

そういう意味で、経済システムの転回、もしくは価

普及してきました。そういうものが大きなドライビン

値観の転回というのは、非常に重要なファクターだ

グ・フォースとなっているのではないでしょうか。

と思います。

２つ目は、ローカルな資源循環です。ヨーロッパ

鍵になるのは、こういう非所有型の価値を享受す

は自動車メーカー以外は必ずしも大量生産に強いわ

る人々が本当に主流になるのかどうかです。東京で

けではなく、彼らにしてみれば、アジアからモノが

暮らす人たちは、あまり車を持とうとしませんが、地

大量に押し寄せてきて、それを買わされるという感

方の人たちは車を持たないと生活ができないといい

覚があるのですよね。循環プロバイダーという話を

ますので、その判断は難しいところです。

後でしますけれど、他地域でモノを製造するメーカ

ただ、私たちが本当に有限な資源を使って暮らし

ーを盛り立てるのではなく、リユース・リサイクルの

ていくのには、やはりこういう価値観へと変化してい

仕組みをつくりあげて、うまく地域で循環させること

かないと、グローバルにみてやっていけなくなる日が

で新たな産業や雇用を創出し、経済価値を生み出せ

いずれきます。

るのだったら、そちらのほうが彼らにとっては競争
力が上がっていくわけです。
３つ目は、デジタル技術がエネイブル・テクノロジ
ー
（実現技術）
として非常に大きく社会に普及してきた
ということがあります。これは後ほどお話いたします。
1 つ目の価値観の変化という点は、サーキュラー・

3

EU のサーキュラー・エコノミー政策
の展開
EU はサーキュラー・エコノミーに向けて、2015
年以降、コロナ禍においても着々と手を打ってきて、

エコノミーを考える時に重要な背景で、資本主義の

2019 年には欧州グリーン・ディールということを言い

形が変わりつつあるということが、ひとつ流れとして

出しています。グリーンとデジタル、つまり環境とデ

あるのではないかと思います。これは、資本主義の

ジタル技術を両輪とした産業戦略です。

コアの部分が、かつてはモノや労働力であったもの

2020 年にはサーキュラー・エコノミー・アクション

が、いま時間や体験などのコトに変わってきた、い

プランを出しました。これは 2015 年のバージョンと

わゆる「モノからコトへ」といわれる話で、京都大

比べましても、脱温暖化への貢献をより強調したも

学の環境経済学者の諸富先生が「非物質主義的転

のになっています。また、製品やバリューチェーンに

回」という言い方をされています。諸富先生の話で

焦点を当てていまして、逆に廃棄物のリサイクルの

特に説得力を感じたことは、物質的なものから非物

話が少し減った感じがします。

質的なものへと価値のウエイトが移るが、それは単

そこで話題になったのが、ユーザーによる修理権

なる脱物質化ということではなくて、非物質的なモ

でした。スマホの電池が使えなくなったら買い替え

ノ・コトを実現するには、やはりモノが必要なのだと

なければならないという現状はおかしい、ユーザー

おっしゃっている点です。

には製品を修理してもらう権利がある、という考え

もし製品の価値が所有することで得られるのなら、

方です。この修理権はフランスではもう既に実施さ

誰もが所有したくなります。その場合、大量生産、

れているそうです。スマホの修理に関する情報をラ

大量販売、大量消費が合理的な経済の仕組みにな

ベルに表示して、消費者はそれを参考にしたうえで

ります。ところが、経験価値とかサービス価値、機

買っています。

能価値という非所有型の価値を享受する人が増えて

EUには以前からエコデザイン指令というものがあ

くると、１つの製品を共有したり、修理しながら長

ります。これは、電気電子製品に省エネのラベルを

く使うようになります。必ずしも、モノを持っていな

貼るルールですが、その中にサーキュラー・エコノミ

ければ嫌だ、という人ばかりではなくなってきたこと

ーへの対応ということで、耐久性や保守性、アップ

で、総体的な資源の必要量が減り、社会の中で資源

グレード性、分解性設計、リユースやリサイクルの容
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易化といったものも入れようと検討してきました。
さらに、最近話題になっているのが電池規則です。

Meso レベルでの議論を

まだ案の段階ですが、自動車のバッテリー、スマホ

私は工学部の人間なのでリサイクル技術の開発と

やパソコンの電池、これらにリサイクル材料を規定

か燃料電池の研究などをやっている仲間がいろいろ

量以上含むよう義務化するものです。

います。そういう人の中には、こういう技術ができた

例えば 2030 年では、使用するコバルトにリサイク

らカーボンニュートラルが実現しますよと言う人もい

ル材料が最低でも 12% 含まれなければならない。

ます。例えば、藻の養殖を日本沿岸全部でやれば、

2035 年になると最低で 20％になるというものです。

それだけで日本のエネルギーは再生可能エネルギー

もしこれが実際に実施されると、リサイクル材料の

でまかなえる、という話があります。でもそういう世

奪い合いが起きかねません。

界は絶対にきません。

かなり強引というか強力な形でリサイクルを推進し

それはテクノロジーの話で、図2 でいう Seeds の

ようとしているのが分かります。もちろん、カーボン

レベルになります。Seeds のテクノロジーのことばか

フットプリントによる CO2 排出量の表示であるとか、

り考えていてもダメなんです。まず社会の Vision

使い終わった後のリサイクルというルールもあって、

があって、技術開発である Seeds があり、その中間

これらはサーキュラー・エコノミーのかなり強力な推

に Meso があります。それを図に示したのが、この

進役になってきます。

Vision-Meso-Seeds モデルになります。

さらに 2022 年 3 月には、エコデザイン規則案が

ある技術を開発したとしても、それが世の中に浸

出てきました。以前は「エコデザイン指令」だった

透するかどうか分からないし、いざ浸透すると別の

のですが、今度は「エコデザイン規則」に格上げし

技術が退場したりするかもしれない。環境にいい技

ています。今までの「指令」は電気電子製品だけが

術ができると、その副作用としてかえって悪い消費

対象でしたが、今度の「規則」は食品、医療機器、

行動を助長するようなことが起きることもあります。

動植物などを除くすべての物理的な商品がその対象

ですから、Seeds レベルの技術をうまく活かしなが

になります。もちろん衣類も対象になります。

ら、Vision を達成するために、中間にある Meso レ

さらに注目されるのがデジタル製品パスポートで

ベルで考えることが大事だと思っています。

す。これは、製品に含まれる有害物質や、製品がつ

ISO の会議に出ても、日本人はどちらかというと、

くられるまでのカーボンフットプリントといったデー

目に見える技術の話をするのが得意です。しかし、

タをパスポートみたいな形で常に製品に付随させる

それではヨーロッパの人には響きません。彼らは資

ものです。ものすごく大きなデータベースを作って、

源の消費と豊かさをデカップリングした、言ってみれ

そこに製品に関するすべての情報を登録することに

ば脱大量製品販売の社会を作ろうとしているのであ

なります。先ほど話したリサイクル材の含有量もそこ

って、この図でいう Meso レベルの話を求めている

に示されるでしょう。

のです。それなのに Seeds レベルの話をしたのでは

このデジタル製品パスポートが適用されるカテゴ
リーの上位に衣類もあります。衣類ですと、紡績工
場での児童労働はなかったというエビデンスをデー
タとしてあげておかなければならないでしょう。スマ
ホでその QR コードを読み込むと、この衣料はきち
んとした場所で、正しい作られ方をしたと証明する
データがダウンロードできるというイメージです。デ
ジタル製品パスポートというのは、そういう世界をイ
メージしているものと思われます。
図 2：VMS（Vison-Meso-Seeds）モデル
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噛み合いません。
彼らは、現状からサーキュラー・エコノミー社会
に進めるのにはどうすればいいのか、ということを

しかし、実際の家電リサイクルの現場では、大きな
シュレッダーで細かく砕いて部材を取り出していて、
ネジを外す作業はありません。

議論したいのです。ですから、この Meso レベルで

つまり、製品設計したところと実際のリサイクル処

サーキュラー・エコノミー社会をデザインすることが

理プロセスとでギャップがあるのです。このように、

大事なんです。

エコデザインの効果が充分に発揮できないのは大き

そのための手段として、ここからは私の専門領域

な課題です。

になりますが、製品ライフサイクルの設計、ビジネス

EU のエコデザイン規則案では、製品のバリュー

モデル、循環プロバイダー、デジタルといったキーワ

チェーン、私の言葉で言うとライフサイクルに相当す

ードで説明いたします。

るものをきちんとコントロールしなさいといっていま
す。

ライフサイクル全体を設計する

てきました。現実世界では、顧客の要求とか法規制

Meso レベルのデザインをするための考え方です

といった、メーカーにはどうしようもない外部要因も

が、ここでは循環をベースにいかにして価値を提供

あります。そういうことを前提にしながらも、どうい

していくか、お話しさせていただきます。

うライフサイクルを設計するのかが大事になります。

ライフサイクル設計というと、まずリサイクルです。

それによって、どういう製品コンセプトになるのか、

これは 1990 年代後半あたりから考えだされたこと

お客様にどういう価値を提供するのかがはっきりし

ですけれど、リサイクル材料をうまく使って価値をつ

てきます。どういうビジネスにするのかもはっきりし

くろうとしても、先程の電池規則のように、メーカー

てきて、レンタルでいくのか、シェアリングでいくのか、

やリサイクラーにとっては負担が大きいわけです。

あるいは製品販売でいくのか、といったことも設計

その理由は、メーカーからするとまずクオリティが

に組み込むことになります。

下がり、リサイクル材は安く売らなければならないと

ライフサイクルオプションとして、製品の使用後は

いう固定観念があるので、コストが問題になる。誰

どういう回し方をするのか考えておかなければなりま

がいつどこで捨てるか分からないものを原料にする

せん。リサイクルなのか、長寿命化なのか。ちなみ

のですから供給量も不安定です。

にサーキュラー・エコノミーでは、一番大事なのは

そこで、循環全体を設計するのが非常に重要にな
ります。それをライフサイクル設計と呼んでいます。
従来のエコデザインというのは、分解性とかリサ
イクル性を製品設計の段階で製品に付け加えたもの
です。一方、リサイクルとか廃棄物処理の人たちは、
ゴミをいかに処理するかがミッションであって、製品

長寿命化やメンテナンスになります。その点を明確に
してライフサイクルフローやプロセスの設計を展開し
ていくと、うまく噛み合った製品ライフサイクルがリ
アルワールドで実現できます。
そうすることで、ライフサイクル全体として量と質
のバランスがとれた循環を設計できるのです。

設計には関わらない。それに対して、私どもが言っ

これはあながち難しいことではありません。ボー

ているライフサイクル設計というのは、製品のライフ

ルペンの例で考えてみましょう。１つ目のシナリオは、

サイクル全体を設計するということです。

かつてのレンズ付きフィルムのように、ボールペンを

例えば家電のリサイクル対応をみると、製品には

どんどん回収して、工場で再生させて、また新品同

エコデザインといえる様々な工夫がなされています

様になって返ってくるような循環が考えられます。2

が、それが大きな効果をもたらしたという話をあまり

つ目として、逆にユーザーがインクを交換しながら、

聞きません。

非常に長い期間使い続けるようなシナリオも考えら

ある家電製品には、ネジの方向を揃えて回しやす
くすることで簡単に外れ、分解しやすくしています。
5
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れます。
もし第 1 のシナリオなら、ボールペンはユーザー

には分解しづらくして、工場では簡単に分解できる

例えばコインランドリーもその間に入るビジネスで

ような設計が求められます。逆に第２のシナリオな

すね。最近では洋服を借りられるビジネスもありま

ら、ユーザーが自分でインク交換がしやすいような

す。それから家電量販店で洗濯機を買うときに、10

分解要素を組み込んだ設計がよいわけです。

年ぐらいの保証をつけるサービスもあります。これは

このようにライフサイクルに合わせて製品設計の
役割がはっきりしたら、以後のやり方も変わってくる。

ハードウエアにプラスαのサービスになります。
このように製品とサービスの組み合わせをいろい

ここのところを明確にせずにやってもあまり効果はあ

ろ考えることで、多様なニーズに応えられるし、逆

りません。

に言うと循環の視点からメーカーとユーザーのコネク

私どもはこのライフサイクル設計を頭から最後まで

ションが切れないので、回収しやすくなるとか、使

支援するような計算機ツールをつくっています。ビジ

用状態をきちんとモニタリングしてプラスαのサービ

ネスを考えたり、循環のライフサイクルオプションを

スが提供できる、といった良いこともあります。こ

考えたり、それをシミュレーションして、経済性と環

れが製品サービスシステムの考え方です。

境負荷を客観的に評価しながら循環のやり方を検
討しています。

例えばロールスロイスのエンジンは航空機に使わ
れていますが、売りはしません。航空会社から使用
料をとるビジネスモデルになっています。メンテナン

製品サービスシステムは
ビジネスチャンスを広げる
次にライフサイクルビジネスを考えるヒントとして、

スもロールスロイスが請け負います。しかも、航空
会社から使用データ、そして修理するにあたっても、
ビッグデータ、オペレーションデータを全部もらいま
す。それを基に燃費のいい飛ばし方もアドバイスでき

製品サービスシステムという考え方が大事な柱となり

るわけです。性能保証もでき、修理には安い再生部

ます。要は製品とサービスをセットにして売りましょ

品を使うこともできます。それに自社製品のライフマ

うという話です。

ネジメントもできます。これはまさにサーキュラー・

図３をご覧ください。例えば、洗濯機の販売は左

エコノミーのビジネスモデルと重なっています。

側の「純粋な製品」ビジネスです。一方、クリーニ

要するに、ライフサイクルに合わせてビジネスチャ

ング屋さんは右側の「純粋なサービス」のビジネス

ンスを広げていくわけで、たくさん売らなくても儲か

です。ただ、その間にも製品とサービスの色々な組

るようになります。これが製品サービスシステムとい

み合わせがあるわけでして、発想を広げると、そこ

う考え方です。

に様々なビジネスが出てきます。

循環プロバイダーというプロが必要
循環プロバイダーというのは、私の造語なのです
が、サーキュラー・ビジネスを展開するには、大量
生産・大量販売から脱却した新しい価値づくりのビ
ジネスをしなければならないわけです。ところが、
メーカーはモノをつくるのはもちろん得意ですけれ
ど、モノと情報とお金が循環する仕組みをつくると
なると、必ずしも得意ではありません。
そうすると、私の個人的な仮説ですが、適切な循
図 3：製品サービスシステム（PSS）

A. Tukker:“Eight type of product service system: Eight way to sustainability?
Experiences from SusProNet,”Business strategy and the environment,
Vol. 13, No. 4, pp. 246-260, 2004.

環は、あらかじめ設計していたことを適切にマネジメ
ントすることで生まれるのだと思います。そういうこ
とのできる職能を持った人や企業が、これからもっ
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と出てくるべきではないかと思います。そういう個人

て顧客とコマツとの関係がどんどん変わっていくわ

や企業を循環プロバイダーと呼んでいます。

けです。モノだけではなくて、最終的には鉱山の中

サーキュラー・エコノミーの実践には、ライフサイ

でトラックのオペレーションなども請け負う形に発展

クルのプロセスごとの専門家たちをうまく取り込んで、

しています。このようにモノを売るだけから、どんど

チーム戦で戦うことが必要でしょう。そんな様々な

んビジネスの形を変えていくことができるのです。

専門家たちをうまくオーケストレーションして、循環

最後に日本郵船の話ですが、ビッグデータを使っ

を企画しビジネス化できるプロが必要なのだと思い

て実際の船の運行データを知れば、それをうまく使

ます。

って船の形を改造して、20% ぐらいの CO2 削減が

タイムズという会社がカーシェアリングを一気に広

できたといいます。このように自社製品の使用状況

げましたけれど、こういう会社がいっぱい出てきて、

のデータをいかに取得して、いかにして新たな価値

循環がうまく回ってくれるといいなと思っております。

を生み出すか、そこが大きな鍵になってきます。

逆に言うと、現状のメーカーがあまりにも製品ライ

もちろんサプライチェーンも大きく変わってきます。

フサイクルの中の「生産」
「物的なもの」にこだわり

先ほどお話ししたデジタル製品パスポートの例です

すぎているので、そのアンチテーゼとして循環プロ

が、サーキュラー・エコノミーが目指すのは、バージ

バイダーと言っている面もありますが、製品ライフサ

ン品とリサイクル品の違いがない世界です。ただし

イクル全体が広義のものづくりであり、価値提供の

そのリサイクル材料を使う時にはトレーサビリティと

チャンス、つまりビジネスチャンスであることを理解

か質の保証とか、量の保証も求められます。それを

していただきたいものです。

きちんとできないとサプライチェーンが破綻してしま
うので、これらの保証が付加価値を生み出すサービ

デジタルの有効利用

スとなります。
このように、サーキュラー・エコノミーやカーボン

最後になりましたが、デジタル技術が非常に大き

ニュートラルというのは、市場競争の座標軸を変え

く社会に普及してきました。メルカリにしてもサブス

ていくことで新たなビジネスを生み出します。ですか

クにしてもデジタルというかスマホがないと話になり

ら、サーキュラー・エコノミーを従来の廃棄物処理

ません。

や 3R と同列に考えるのではなく、本質は資源の消

ヨーロッパもデジタル化を強力に進めていまして、
例えば製造業の分野ですとインダストリー 4.0 とか、

費と豊かさのデカップリングの話だと捉えるべきでし
ょう。

GAIA-X といってあらゆるデータベースをつないだよ
うな仕組みをつくろうとしています。
これまでのメーカーは、モノを設計して生産し、
売るだけのビジネスだったわけですが、これからは
販売後の工程でも新しいビジネスチャンスを広げて
いかなくてはなりません。そのための鍵を握るのが
デジタル技術です。例えばユーザーのデータや製品
のライフサイクル全体での情報の活用がものをいうよ
うになるでしょう。
コマツの KOMTRAX という建設機械には、ユー
ザーが製品をどうやって使っているかという使用中
のデータをモニタリングする仕組みがあります。その
情報はユーザーにとって便利だし、メーカーにもデ
ータ収集という意味で便利なものです。これによっ
7
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バイオマスと物質循環
―森林、里山、樹園地、畑、水田、
そして川・海のつながり―
立命館大学 生命科学部 生物工学科 教授
日本には、バイオマスが豊富に存在します。世界
でトップクラスといっても過言ではないでしょう。

久保

幹氏

で、東京の年間降水量約 1,500mm と比べると非常
に少ない）
（図2）、水分が少なくても生育できるアル

バイオマスは、生物資源とも言われ、木の枯れ枝

ガンノキ（Argania spinosa、アルガンノキの種子か

や落ち葉、雑草、動物の糞尿などなど、生物に由来

らは、化粧品などで使われるアルガン油が採取でき

する有機物のことです。日本は、温暖な気候、適度

る）しか生えないということでした（図3）。この光

な降雨・湿度、肥沃な土壌、そして山が多い地形か
ら、全国にはバイオマスが豊富に存在します。しか
しこれらのバイオマスの多くは、残念ながら放置さ
れたままか、廃棄されることが多くなってきたのが
現状です。
まず、森林のバイオマスからみていきましょう。
数年前、モロッコに行ったとき（アトラス山脈の南
東部）
、日本の森林と全く違う光景に驚きました（図1）
。
山の地肌が見え、見渡す限りアルガンノキしか生え
ていないのです。この地域は、ほとんど雨が降らな
いとのことで（マラケシュの年間降水量は約 280mm

図１

モロッコの山

図２

モロッコで見た水のない川

図３

アルガンノキ
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景を目の当たりにしたとき、日本はどこに行っても山

す。筆者が住んでいた周りでは、柿や栗がよく見ら

には木が生い茂っており、
「日本の森 林は豊かだ

れました。典型的な日本の里山風景でした。

なぁ」と感じました。

樹園地では、森林と同じように、毎年冬になると

光合成が盛んに行われる森林では、酸素が放出

落ち葉が土を覆います。また、定期的に木々の剪定

されます。それに伴い葉から水の蒸散も活発です。

が行われ、それらのバイオマスは腐葉土へと変わり

森林に入ると感じる気持ち良さや涼しさは、これら

ます。樹園地では、蜂や蝉など多くの昆虫が生息し、

の現象によるものです。

豊かな自然環境が形成されていました。

森林は、かつて重要なエネルギー源であり、林業

樹園地のふもとには、畑が広がります。

という形で栄えていました。木材は、木炭や薪とし

畑は多種多様な作物が栽培され、人為的に管理

て使われるだけでなく、建材としても使われる貴重

されている農地です。畑で栽培される作物は、肥料

な資源でした。その後、化石資源である石炭や石

をたくさん要求します。戦前までは化学肥料がなく、

油の発見により、木材はエネルギー源としての座を

有機肥料しかありませんでした。有機肥料の基本は、

奪われました。また、海外からの安価な輸入木材に

近くからバイオマスを集めてくることだったので、里

より、日本の森林は放置されるようになってきました。

山や樹園地からバイオマスを集めてきて、それらを

それに伴い林業が衰退していき、森林管理が行われ

収穫後に施肥していました。

なくなりました。森林のバイオマスは徐々に蓄積して

里山や樹園地からの落ち葉や腐葉土、また樹皮な

いき、現在はバイオマス過剰の状況になっています。

どから作られるバーク堆肥（植物由来堆肥）は、

森林のふもとには里山が位置しています。

良質な肥料となります。鶏や牛などの動物の排泄物

かつて森林の下には、里山が広がっていました。

から作られる堆肥（動物由来堆肥）は豊富な窒素

里山は日本固有のもので、集落や人里に隣接し、人

源を含んでいました。これらの有機物は、土の中の

の影響を受けてはいますが、自然循環などの生態

微生物の餌になり、有機物を農地に施肥することで

系が存在する山のことです。里山でとれる薪や腐葉

土の中の微生物はどんどん増えていきます。これら

土は生活や農業に使われていて、これらを使うこと

バイオマスである有機肥料は、微生物により低分子

で、里山のバイオマスの蓄積が抑えられていました。

に分解されていきます。その分解物をミミズが食べ、

その結果、里山には光や風が入り適度に管理される

そして畑を耕してくれていました。その畑に植えられ

ことで、キノコや山菜の宝庫でもありました。筆者

た植物は、有機物由来の肥料成分で成長していきま

は幼少期、祖父や祖母と里山に行き、ほんの数時
間で松茸がかごいっぱいになったのをよく覚えてい
ます。今、松茸が採れなくなった里山をみると松は
枯れ、雑木がうっそうと茂り、人が入れない状況に
なっています（図4）。昔の松茸山は、人の手により
丁寧に整備・管理されていたのだと思います。
里山の下に広がるのが、樹園地です。
日本は南北に長く、樹園地で栽培される作物は地
域により異なります。寒い地域の青森県や長野県で
は、リンゴが多く栽培されており、温暖な和歌山県
や愛媛県ではミカンなどの柑橘類の栽培が有名で
9
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図４

手入れされなくなった元松茸山

す。このように森林、里山、樹園地、またその周辺
で飼育されていた動物からのバイオマスは、少しず
つ姿を変え、自然の中で物質循環が行われていた
のです。
最も下に位置するのは水田です。
水田は、森林、里山、樹園地、畑の環境とは異
なります。畑の土と水田の土では、酸素濃度が違い
ます。水田は土の上に水を張って稲を栽培するため、
水圏環境に属します。水を張ることにより、水田の
土の酸素は少なくなります。畑の土は好気的環境、

図５

森林、里山、樹園地、畑、水田、川・海のつながり

水田の土は嫌気的環境なのです。この土壌環境の
違いにより、畑と水田の土では生息する微生物の種

き、残念ながら里山は姿を消しています。かつて松

類が異なってきます。

茸がたくさん採れた松茸山は雑木林になってしまい

水田の土に生息する微生物は、空気が少なくても

ました。農地ではバイオマス由来の有機肥料を使う

生きていける微生物が多く生息するようになります。

ことは激減し、そのほとんどがリン鉱石や石油など

その結果、空気中の窒素（N2）を肥料成分に変え

の地下資源から作られた化学肥料と化学合成された

ることができる、窒素固定菌が多く存在していきま

農薬を使う化学農法（慣行農法といわれるようになっ

す。換言しますと、水田には窒素固定菌が多く生息

た）に変わりました。

するため、畑のように窒素の成分をそれほど多く投

ロシア・ウクライナ情勢や円安で化学肥料の価格

入しなくても、稲は成長していくことになります。
「畑

が高騰しています。このような社会背景もあり、持

は肥料が多く必要とするが、水田はそれほど肥料を

続可能な農業のあり方が各方面で議論されるように

入れなくてもよい」ということにつながります。

なって参りました。森林、里山、樹園地、畑、水田、

森林から始まったバイオマスは、雨水を通じて上

そして川・海のつながりから農業を考えていく必要

流から下流に運ばれていきます。これらバイオマス

があると思います。次回は、
「日本の農業の現状と

は、徐々に姿を変えていき、最終的に植物に吸収さ

未来」についてお話させていただきます。

れます。水田に到達したバイオマスは、上流でほぼ
消費されます。適度な養分を含みますが、きれいに
なった水は、川から海に流れて行きます。川や海に
流れ込んだ有機物は、プランクトンの餌になり、海
藻や魚の成長につながっていきます。豊かな森林、
里山、樹園地、畑、水田環境は、豊かな海の環境
形成にも貢献しているのです（図5）
。
日本には豊かな自然があり、そこで生きてきた日
本人は知らず知らずのうちに自然からの恩恵を受け
ています。また先人からの教えにより自然環境を適
切に管理してきました。ただ、20 世紀の 100 年間で、
日本の環境は大きく変わりました。森林は荒れてい

立命館大学

久保

生命科学部

教授

幹（くぼ もとき）

1983 年、広島大学工学部卒業。
1985 年、広島大学大学院博士課程
前期課程修了。1992 年、博士（工学、
大阪大学）。1994 年、米国イリノイ
州立 大学医学部・文部省在外 研究
員。1997 年、立命館大学 理工学部 助教授。2002 年、
立命館大学 理工学部 教授。2008 年 立命館大学 生
命科学部 教授 現在に至る。
（一社）SOFIX 農業推進機構 代表理事、琵琶湖・環
境イノベーション研究センター センター長、近畿アグリ
ハイテク 理事、日本生物工学会 代議員
主 な 著 書 に「SOFIX 物 質 循 環 型 農 業（ 共 立 出 版、
2020）
」
「土壌づくりのサイエンス（誠文堂新光社、2017）
」
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コウノトリの舞う姿は誰をも魅了する雄大さと優雅

メスはほぼ半数ずつ。子育てをするには、餌となるふ

さを兼ね備えている。立ち姿も凜として美しいコウノ

な、どじょう、もぐら、へび、ねずみなどの野生生

トリに会うために、昨年 10 月、実に 15 年ぶりに「兵

物が大量にいることが条件なので、野生生物が生き

庫県コウノトリの郷公園」
（以下、コウノトリの郷）

られる環境がないと難しいという。なぜかというと、

を訪れた。日本で野生のコウノトリが確認されたの

ヒナは体重の半分に当たる量の餌を食べるからだ。

は半世紀前の 1971 年。絶滅危惧種に指定されてい

親鳥自身の餌も含めると相当量の餌が毎日必要にな

るコウノトリの保護増殖と野生復帰を目指すための

るから、ヒナが成長するまでの 2 ヶ月間、餌取りだけ

研究機関として 1999 年に開園した施設がコウノトリ

でも大変なのだ。

の郷である。私がここを初めて訪れたのは 2005 年

帰り際、事務所の前に募金ボックスが備え付けて

にコウノトリ飼育場で飼育されていた 5 羽のコウノト

あったので寄付をすると、事務室から職員が現れた。

リが放鳥された直後で、野生復帰が成功するかどう
か、期待と不安が入り交じっていた頃である。
当日は快晴で絶好のコウノトリ日和。嬉しいことに

「ご寄付いただき、ありがとうございます。これはお
礼です」と折り紙をくれた。ボックスにお金が挿入さ
れると事務室の音が鳴る仕組みになっているのだ。

公園に入る手前で、まるで再訪を歓迎してくれるか

誰でも簡単に折り鶴、ではなく、折りコウノトリが折

のように一羽のコウノトリが舞を披露してくれた。ア

れるようになっている。上田さんによるとコウノトリ

テンドをしてくださったのは豊岡市総 務部次長兼

はとっても頭が良く、一説によると「鶴の恩返し」の

ジェンダーギャップ対策室長を務めている上田篤さ

“鶴”は、コウノトリではないかと言われているそうだ。

ん。
「コウノトリは地域の農家の方から田んぼを荒ら

コウノトリが人と生物のよりよい関係を保ち続けるた

す害鳥といわれていて、地域の方々に理解してもら

めのアイコンとなってくれることを願ってコウノトリの

うのが大変だったんですよね。市役所職員が田んぼ

郷を後にした。

におり立った時につけたコウノトリの足跡調査もされ
て、
“害鳥”ではないことを証明されたと聞いてます」
と話したところ、
「実は私、以前はコウノトリ共生課
に勤務していたこともあって、その調査を担当してい
たんですよ」
。当事者が目の前にいてびっくり。上田
さんは「地道な調査でしたね～。でも、農家の方や
地域の方々もだんだんとわかってくれて、放鳥後には
目撃情報を寄せてくれるようになったんですよね」と
当時を懐かしむようにいろいろなエピソードを聞か
せてくださった。園内の公開エリアにはコウノトリが
のんびりと餌をついばんでいた。ちょうど来園者向
けのガイドが始まったのでメモを取りながら耳を傾け
た。今では 47 都道府県で飛来が目撃されていて、
淡路島でも見つかったとのこと。自然に生まれたコウ
ノトリの数はすでに 263 羽が確認されていて、オス・
11
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餌をついばむコウノトリ

エコ＆
ユニフォーム
最前線

38

展示会再開、
進化するサステ提案
ダイセン株式会社 記者

富永 周也氏

ユニフォームアパレルの秋冬商品の展示会シーズ

ファッション』もサステイナビリティの一つ。無料お

ンになりました。新型コロナウイルス感染の再拡大

直し対応も行っている」という意見もありました。長

が懸念されていますが、時短や外出自粛要請などが

く着てもらうための補修はアウトドアブランドなどで

ない 3 年ぶりの夏。展示会場では、回復へ、関係者

先行しており、ユニフォーム業界でもエンドユーザー

の期待を感じます。本紙「繊維ニュース」では、秋

を巻き込んで広がっていって欲しいと思います。

冬商戦を前にオフィス・サービスウェアの主要メー

ところで、サステと並んで DX 化についても積極

カー 19 社を対象にアンケート調査を行いました。い

的に推進する動きが見られます。システムに蓄積し

ずれも、コロナ禍の影響を特に受けた分野です。年

たデータを活用して販路拡大や商品開発などのビジ

初に行った春夏の商況見通しは「増収」という回答

ネス変革を目指す企業は、
「全社的に DX 推進委員

は 11 社でしたが、今回の調査では 5 社に半減してし

会を立ち上げ取り組んでいる」
（チクマ）など 6 社。

まいました。この半年でウクライナ紛争、中国のロッ

売上・顧客情報分析や在庫情報などをシステムで管

クダウン（都市封鎖）
、急激な円安、そして物価高と、

理して業務フローを改善しているという回答は 13 社

経済環境は厳しくなり、商況に影響していることが

に上りました。電子メールや会計処理などでデジタ

うかがえます。

ルツールを利用してデジタル化に移行中の企業は 7

そんな中でも熱量を失わないのがサステイナビリ

社、
「紙や口頭による業務が中心」とする回答はゼ

ティ。アンケートでは 17 社がサステへの取り組みを

ロでした。ユニフォーム業界でもデジタル化は着実

実施していると回答しています。
「特に大口案件で

に進捗しています。業務の効率化による生産計画の

SDGs（持続可能な開発目標）の意識が高まっており、

精度向上、リードタイムの短縮、適正在庫といた効

サステ素材を使用した商品や、環境に配慮した取り

果は、サプライヤーとエンドユーザー、さらには持

組みが注目されている」と、あるアパレル。サステは

続可能性にもメリットといえるでしょう。

企業経営に根付き始め、景況や国際情勢で後退す
ることはなさそうです。

もう一つ。
「女性の働きやすさ」をサポートする提
案が目立ってきています。オフィスウェアは女性用の

サステ対応では、アパレル側の解釈も進化してい

ユニフォームで、かつては男女平等の観点から「女

ます。当初は再生 PET 素材やリサイクルといった既

性だけ制服があるのは不公平」との逆風もありまし

存の取り組みがフォーカスされ、結果、エコロジー

た。しかし、昨今は「公平さ」をユニフォームで具

との明確な区別がつきにくかったのも事実です。し

現化する取り組みが増えています。男女統一デザイ

かし、今回の調査は「環境負荷の低い原料調達、

ンはスクールユニフォームで先行し、ワークウェアや

DX 化による適正生産、温室効果ガス排出を抑える

サービスウェアでも取り入れられるようになりました。

リサイクル、繊維 to 繊維による循環が加速するだろ

22 秋冬のオフィス・サービスウェアでは、女性特有

う」
「ユニフォーム事業としての社会貢献に加え、使

の悩みに対応する「フェムテック」をうたうアイテム

用済みユニフォームの廃棄までを考えたメーカー責

も登場（カーシーカシマ）しています。SDGs の「人

任が重要になってくる」など、ライフサイクルが重視

権」や「ジェンダー」に、ユニフォームも踏み込もう

されています。
「制服を長く着用してもらう『スロー

としているのかもしれません。
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2021年度持続可能な社会づくり活動表彰
本表彰は、持続可能な社会づくりの推進を目的に、持続可能な社会づくりに資する地域社会・国際社会への貢献、
資源循環、環境教育及び生物多様性保全活動等の企業・団体が実施する活動の中で特に優れた活動を顕彰し、
その活動を全国に広く発信することで、民間の環境活動を活性化し、個人、そして企業・団体、地域といったコミュ
ニティの価値観と行動の変革をもたらすことを目指しています。

持続可能な社会づくり活動表彰概要
■表彰の種類
環境大臣賞
環境保全に資する持続可能な社会づくりに資する活動の中で特に優れた活動を実施している企業または団体。
地域づくり活動賞
地域交流を促し、地域を活性化させる環境保全に資する持続可能な社会づくりのための優れた活動を実施している企業ま
たは団体。
ESD 活動賞
持続可能な社会の担い手の育成に関する優れた環境教育活動を実施している企業または団体。
資源循環活動賞
資源循環の促進に関する優れた活動を実施している企業または団体。
生物多様性保全活動賞
生物多様性を保全するための優れた活動を実施している企業または団体。

■審査基準
・持続可能な社会づくりに資すること。
・継続的、かつ一定頻度の活動であること。
・波及効果または啓発・教育効果があること
・将来にわたり持続するビジョンを有すること。

・一定の面的広がり、または地域性のあること。
・持続的な発展に向けた工夫や独創性があること。
・地元自治体、地域住民、NGO 等との連携が図られて
いること。

■審査委員会
委員長 広中和歌子 元環境庁長官・公益社団法人環境生活文化機構 会長
委 員 竹内 恒夫 名古屋大学大学院環境学研究科 名誉教授・特任教授
委 員 星野 智子 一般社団法人環境パートナーシップ会議 副代表理事
委 員 森
高一 NPO 法人日本エコツーリズムセンター 共同代表

１．受賞活動紹介
2021 年度持続可能な社会づくり活動表彰として次の 5 者が受賞されました。
環境大臣賞

命をつなぐ PROJECT 学生実行委員会・日本エコロジスト支援協会・各連携企業・行政・専門家
「命をつなぐ PROJECT」
（愛知県知多半島）
学生、NPO、企業、行政等の連携による生態系
保全活動。生物多様性の保全・推進及びその地域
啓発を目的に、学生実行委員会と彼らを支援する
NPO、フィールドの提供と協力を担う各連携企業、
専門的なアドバイスをする有識者、活動地域自治体
の愛知県、東海市、知多市等の多様な主体からな
る生態系ネットワークが「命をつなぐ PROJECT」。
知多半島の企業緑地に、ビオトープやアニマルパス
ウェイを整備して生態系を復元・保全し、地域向け
イベント開催や広報活動をとおして情報発信してい
る。2011 年、内閣府公募事業として日本エコロジス
ト支援協会が企画。学生の熱意が企業の垣根を超
えたネットワークづくりを促し、現在の幅広い主体
13
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の連携活動につながった。

地域づくり活動賞

真岡児童館

やさしクラブ「子ども自ら考え、行動する気候変動対策」
（栃木県真岡市）

児童館の子どもたちによる環境保全活動。2003
年、環境保全などの活動により地域との交流を通し
て奉仕の心を育むことを目的に当クラブが設立。
「関
東の富士見百景」に指定された磯山での森林保全

以上エコミーティングを開催し、活動の幅を年々広
げ、国際理解や被災地支援など幅広い分野に波及
し、子どもたちの気候変動対策への学びや普及啓
発に繋がって

及び環境美化活動に取り組む。また、夏祭り等での
3R 活動推進のためのフリーマーケット出店運営、エ
コキャップ回収・古着支援、壁新聞作成を通じた調

いる。

査研究と積極的な SDGs 活動を実施。さらに、児
童生徒が自ら考え行動することを重視して月に 1 回
ＥＳＤ活動賞

特定非営利活動法人新宿環境活動ネット「環境学習応援団『まちの先生見本市！』
」
（東京都新宿区・他）
NPOによるESD人材ネットワーク構築・支援活動。
地域のくらしや企業・団体活動を通じてサスティナビ
リティに取り組む専門家を「まちの先生」と捉え、
2001 年に環境学習や ESD を支援するゲストティー
チャーの人材ネットワークとして「環境学習応援団」
を結成。環境学習プログラムガイドの発行や小・中
学校でのキックオフイベントを定期的に開催してい
る。さらに、
「学校の先生」と「まちの先生」のつな

ぎ役として、ESD のノウハウを生かした環境学習
コーディネーターによる出前授業の企画調整サポー
トを実 施。現
在、市民団体・
NPO・ 企 業・
行政機関等の
72 団体が登録
している。

資源循環活動賞

中特グループ「中特グループが取り組む持続可能な社会課題の解決」
（山口県周南市）
廃棄物処理事業者による地域 SDGs 推進活動。
生活環境革命で人々を幸せにするという理念のもと、
社会貢献が会社を発展させ、会社の発展が社会貢

による食品リサイクル・商品開発、フードバンクとの
協働、廃棄物リサイクル等、自社事業を生かしつつ
地域のニーズ

献につながるという社会課題解決型企業として、ビ
ジネスを通した地域の社会課題の継続的解決を目指

をとらえた多
様な活動を展

して活動を展開。地元小学校への環境出前授業、
高齢者への終活セミナー、体験の機会の場認定の
環境プログラム提供、遺品整理の事業化、ダチョウ

開している。

生物多様性保全活動賞

浅口市寄島町アッケシソウを守る会「本州唯一のアッケシソウ自生地が繋ぐ保護活動」
（岡山県浅口市）
地域団体による希少植物の保全活動。浅口市寄

による保護管理を行っている。さらに、市内外の小

島町寄島干拓地内の活動地は、環境省レッドデータ
ブックで絶滅危惧種に指定されているアッケシソウ
の本州唯一の自生地で、自然公園として整備が進め
られている。当会は 2004 年に、アッケシソウの保

学生、高校生や地元企業従業員の協力による保全
活動や地元小
学校への出前
講座、自生地

護管理、後世への継承を目的に、地域住民が中心
となって発足。年 10 回程度の草刈や環境整備、アッ

での観察会を
実施している。

ケシソウの生態観察、分布調査や塩分濃度測定等
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２．表彰式

2021 年 11 月 29 日、KKR ホテル東京（東京都千
代田区大手町）において、持続可能な社会づくり活
動表彰式を開催しました。
当日は、来賓の環境省総合環境政策統括官 和田
篤也氏よりご挨拶をいただき、広中和歌子審査委員
長から受賞者の講評がありました。
続いて命をつなぐ PROJECT 学生実行委員会 委
員長 丸井聡士氏、真岡市 市民生活部 環境課 主

査 芳賀勝彦氏、特定非営利活動法人新宿環境活
動ネット 代表理事 飯田貴也氏、浅口市寄島町アッ
ケシソウを守る会 会長 花房泰志氏に表彰状が贈呈
されました。記念撮影の後、各受賞者から受賞活
動のご紹介をいただきました。受賞者の皆様の今後
ますますのご活躍をお祈りします。
※役職は 2021 年当時のものです。

左から 環境省 和田統括官、真岡市 芳賀主査、命をつなぐ PROJECT 丸井委員長、新宿環境活動ネット 飯田代
表理事、浅口市寄島町アッケシソウを守る会 花房会長、広中会長

事 務 局 案 内

2022 年度持続可能な社会づくり活動表彰 募集案内
本機構は、地域社会・国際社会への貢献、資源循環、環境教育及び生物多様性保全活動等、豊か
な環境を引き継ぐため、環境、経済、社会が一体となった持続可能な社会づくりに資する活動を行う
企業・団体を表彰する持続可能な社会づくり活動表彰を実施しています。ぜひふるってご応募ください。
【表彰の種類】
環境大臣賞
環境保全に資する持続可能な社会づくりに資する活動の中で特に優れた活動を実施して
いる企業または団体。
地域づくり活動賞 地域交流を促し、地域を活性化させる環境保全に資する持続可能な社会づくりの
ための優れた活動を実施している企業または団体。
ESD 活動賞 持続可能な社会の担い手の育成に関する優れた環境教育活動を実施している企業また
は団体。
資源循環活動賞 資源循環の促進に関する優れた活動を実施している企業または団体。
生物多様性保全活動賞 生物多様性を保全するための優れた活動を実施している企業または団体。
【応募資格】持続可能な社会づくりに資する活動を行う日本国内に主たる事務所を有する企業・団体
【応募方法】ホームページに掲載している既定の推薦書に必要資料を添えて事務局へご
郵送ください。
【応募締切】8 月 31 日（水）必着
【審
査】10 月に審査委員会において受賞者決定
【表 彰 式】2022 年 11 月 28 日（月）午後 KKR ホテル東京にて予定
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