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引⽤）JAKE POLDEN, MAILONLINE,14 August 2015



⇧写真引⽤：浜岡学「中國新聞 2017/1/29」より

マイクロ・プラスチック問題

⇩写真引⽤：ALGALITA
http://www.algalita.org



⇧ 写真引⽤：ALGALITA http://www.algalita.org



⇧「ダイアモンド・オンライン」

⇦「スターバックス・ニュースルーム」

⽇本と
世界の意識
の格差！











英国ファッションハウスの年次報告書によれば、2018年度末に3710万ドルの在庫を
処分したという。これに対して世論の反発は強く、そこでバーバリーは在庫を焼却す
ることをを中⽌し、無職の⼥性のに就職活動⽤の服を提供する「スマートワークス」
のような慈善団体に⾐服を寄付する予定となった。

また、再⽣可能素材から新しい服を作り、古い⾐類をリサイクルすることを⽬指す。
引⽤）Lucy Handley ,6 Sept 2018,CNBC.com



データから見る
サステナビリティへの動き



サステナビリティへ向けた世界的の潮流
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世界におけるSRI（社会的責任投資）の状況
2014 2016 2014から2016

への成⻑率SRI投資額
（10億ドル）

総運⽤資産に
おけるSRI⽐率

SRI投資額
（10億ドル）

総運⽤資産に
おけるSRI⽐率

ヨーロッパ 10,775 58.5% 12,040 52.6% 11.7% 

アメリカ 6,572 17.9% 8,723 21.6% 32.7% 

カナダ 729 31.3% 1,086 37.8% 49.0% 

オーストラリア 148 16.6% 516 50.6% 247.5% 
アジア（⽇本を除

く） 45 0.8%            
（日本を含む） 

52 0.8% 15.7% 

⽇本 7 474 3.4% 6689.6% 
引⽤）Global Sustainable Investment Alliance, “2016 Global Sustainable Investment Review”



ESG投資のパフォーマンス
・企業の価値を測る上で⾮財務情報の
ウエートが増している。
・ロベコSAMは、コーポレート・サス
テナビリティ評価（CSA）では、企業
を 60のセクターに分けている。

例）薬品業界の場合、品質と安全管
理、⾰新性、⼈材マネジメントといっ
た要素が業績に与える影響が⼤きい。
・企業に改善を働きかけるエンゲージ
メント（対話）を⾏い、昨年は世界で
177社を対象に合計736回実施した。
引⽤）相⾺ 隆宏
「ESG投資は死語になる？
ロベコ・ジャパン坪⽥史郎社⻑に聞く」⽇経ビジネ
スオンライン、2018年10⽉11⽇（⽊）

ESG評価の⾼い株式銘柄はTOPIXよりも
パフォーマンスが⾼い。



今、なぜ
サステナビリティなのか？



環境変化と新しいブランド管理の必要性
• 情報⾰命におけるインターネットによって，⼈と⼈のつながりや情報

の共有化は，⼈類史上無いほどに広域かつ迅速に広がっている。これ
によって，組織や情報伝達などにおけるイノベーション。
• Transparency（透明性）が必要条件となった。これにより地球の裏側

での児童労働や劣悪な労働環境，地球全体の温暖化，⼈⼝やエネル
ギー問題が⼿に取るように⾒える化。
• 企業内の倫理的問題や労働問題，⽣産管理上の問題も，内部からの告

発や漏洩により隠すことが難しくなった。
• 個⼈やNPO，NGOの発⾔権が増しており，SNSなどでこれらがシェア

される時代となっている。これにより誹謗中傷や内部告発で炎上する
ケースも出てくることとなった。

→企業の発展には，消費者，取引先，従業員，地域社会といった多様な
ステイクホルダーとの健全な関係が必要。



出所）オムロンHP, 未来を描く「SINIC理論」,https://www.omron.co.jp/about/corporate/vision/sinic/theory.html





（近代的）産業

産業廃棄物
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障がい者
女性

上野千鶴子(1990)『家長父性と資本制』岩波書店を筆者改定
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産業廃棄物

（今日的）産業

資源
エネルギー

労働力

高齢者
病人
障害者

上野千鶴子(1990)『家長父性と資本制』岩波書店を筆者改定

需要者優位（多元価値）
ｵﾝﾅﾈｽ（⼥性参画・ｾﾝｽ）
フラット構造
ｹﾞｰﾑ論（ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ）

外部不経済
の反逆？
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エネルギー問題 環境問題
自然

家族

AI/ROBOT

BIO/Energy

産業はどこへ向かうのか？
ー自然・産業・家族の関係の再構築ー



産業革命・情報革命によるイノベーション
産業⾰命 情報⾰命

ドライブ•フォース
（キーデバイス）

1760〜1830年
 ドニ＝パパン、セイヴァリ、 
ニューコメン、ワットらに よる蒸
気機関 
⇒⼯場制機械⼯業

1993年  インターネット利 ⽤の⼀般
化  One to One future
1997e-commerceの発展 2000 
blog,2002 google, 2004 Facebook 
2005 Web2.0

組織のイノベーション 16C  東インド会社 
 資本と経営の分離

NPO,NGO の登場と社会への 発⾔
権の増⼤

情報伝達のイノベー
ション

20C   マスメディア（ラジオ・テレ
ビ）の登場

インターネッ トの発展によるSNS
の登場

物流のイノベーション
船や鉄道による⼤量輸送 1825ス
ティーブンソンの蒸 気機関⾞     
⇒市場の拡⼤

トラックによる個別配送

（消費者が重視する） 
製品・サービス開発上

の プライオリティ
品質と価格

開発の理念やス トーリー、 環境負
荷、社会的・倫理的 妥当性などを
クリアした上での品質と価格



サステナビリティは企業活動を
どのように変えていくのか？



資本の認識の転換

パタゴニアの創業者イヴォン•
シュイナードは「死んだ地球か
らはビジネスは⽣まれない」と、
グローバルに持続可能な発展や
成⻑を求めた。

出所）The International Integrated Reporting Council (IIRC) (2013) Consultation Draft of the International 
IR Framework,p.13.



サステナブル・ブランド国際会議での話題
• 1997年に、J•エルキントンは「トリプル•ボトムライン」
を提唱経済(Profit)、社会(People)、環境(Planet)の３つの
バランスを訴えた。
•各社の環境対応のCSR戦略。
•調達先に⾄るまでサステナビリティの管理。
•統合レポート（財務情報・⾮財務情報）の作成。
•労働者の就業環境の整備。Employee Engagement。⼈権
問題。
•サステナビリティを⽬指したイノベーションの創出
•サステナビリティによるブランド価値の創出



システムとしてのサステナブル・マネジメント

出所）UL Japan (2018)「PURE PLATFORM EHS Sustainablility（環境・労働安全衛⽣・サス
テナビリティ）を管理するプラットフォームのご紹介」p.9-10.



サステナビリティは、
マーケティングでは

どのように扱われてきたのか？



ソーシャル・マーケティング史
• ソーシャル•マーケティング：Lazer (1969)のにおいては、営利企業の

⽴場から、社会的責任の増⼤に伴い企業の関与すべき領域の拡張が提
案。 社会的責任を考慮した考えをSocietal Marketingと呼ぶ。

• 加藤勇夫(1979) のよれば、CSRに関連する分野として、エコロジカル•
アプローチや環境的アプローチも登場。.
• CRM （Cause Related Marketing):Adkins(1999)によれば、この考え

⽅は、1890年から存在。慈善活動とビジネスの相互の利益を商業的に
繋げた。
• CRMの効果的なあり⽅についての実証研究も進んでおり、企業の⽬標、

社会的⼤義の⽬標、企業と⼤義の近接性、計画の期間、⼤義やブラン
ドの数、企業と⼤義の関わり合いのレベル、⽀援される⼤義の特徴、
プログラムの地理的範囲、戦術的か戦略的か、評価などのCRMの経営
尺度も開発されてきた。
• Porter(2011) は、CRMについて、焦点の定まらぬ寄附よりも⼤きなイ

ンパクトはあれども、これはあくまでもパブリシティであって、戦略
的フィランソロピーと同様に企業競争⼒の改善とはならないとした。



サステナビリティの管理の二重性問題
１）管理組織の違い
・ブランド構築：ブランド・マネージャーやマーケティング部

製品開発部を対象とした「攻め」のブランディング
・CSRや不祥事の管理：総務部⾨、法務部⾨、広報部⾨の「守り」

のブランディング
２）管理対象の違い
・マーケティング：個別製品のブランド構築→マーケティング研究者
・ CSRや不祥事：広報や企業ブランド→CSR・コンプライアンス研究者
３）企業の倫理的評価や社会的正当性の認識が⽋如
・ブランド管理論：製品ブランドの知覚品質やロイヤルティ（D.Aaker）。
・共感（K.L.Keller）という消費者視点の評価のみ。



•ポーター（2011）はCSV(共通価値の創出)を提唱。「経営効率
と社会の進歩にはトレードオフが存在」は単なる思い込み。社
会と経済の両⽅の価値を実現。
•社会のニーズや問題を中⼼課題として取り組むことで、社会価

値を創造し、その結果、経済的価値が創造されるという。
原材料の不完全な利⽤や粗末な⼯程管理など資源の⾮効率性
⇒浪費や不良品、貯蔵物 ⇒「資源⽣産性」の向上
⇒環境改善と競争⼒の両⽴

• CSRは、外部の法律家や環境コンサルタントに委託したため、
企業はイノベーションよりコンプライアンスを重視してきた。

マイケルE.ポーター･マークR.クラマー（2011）「共通価値の戦略」『DIAMONDハーバードビジネスレビューJune 2011』pp.8-31。）,
マイケルE.ポーター（2011）「環境、イノベーション、競争優位（新訳）」『DIAMONDハーバードビジネスレビューJune 2011』pp.130-150。

CSV(Creating Shared Value)



マーケティング3.0へ
マーケティング1.0 マーケティング2.0 マーケティング3.0

目標 製品の販売 消費者の満足と 
維持

世界をヨリよい場所
にすること

推進力 産業革命 情報革命 ニューウェーブ技術

企業のマーケットの
捉え方

物的ニーズを持った
マスの買い手

マインドやハートを
もったヨリ賢い 

消費者

マインドやハートと
精神性をもった包括

的な人間
鍵となるマーケティ
ング・コンセプト 製品開発 差別化 価値

企業のマーケティン
グ・ガイドライン 製品仕様書 企業と製品の 

ポジショニング
企業の使命、 
ビジョン、価値

価値提案 機能的 機能的・情緒的 機能的・情緒的・ 
精神的

顧客との相互作用 １対多の取引 １対１の関係性 多対多の 
コラボレーション

（P.Kotler他）



Silo Busting

出所） ⽇経産業新聞, 2010/09/01

・⽶国は、産業⾰命、情報⾰命の次の機軸とし
て、環境や社会との対応を、イノベーションや
利益の源泉として捉えてきた。
・SB国際会議は、製品開発、マーケティング、
デザイン、CSR、広報など、様々な職種の参
加により、業種・業界横断的イノベーションの
実践例を知り、ソリューション・ビジネスのた
めの連携をつくることができる。



サステナブル・マーケティングの意義と定義
●意義
・今の消費活動、⽣産活動を続ければ2030年には地球２つ分の天然資源が必
要になる
・これを解決するには、資本やお⾦の正しい循環、を共創（個⼈、
NPO/NGO、⾏政、⺠間企業）で実現しなければならない。
・マーケティングはこれら関係者を繋ぐ共創実現⽅法の⼀つ。
・CSRではなくマーケティングでの実現が重要、なぜならお⾦（投資）が循
環するから。

●定義
社会課題解決をマーケティング・ニーズと捕まえ、持続的な企業⽬標達成

と社会課題解決を両⽴させることで持続可能な社会を維持するマーケティン
グ・アプローチ。



サステナビリティによって、
消費者の購買行動はどのように変化し、

マーケティングは
どのように変わっていくべきなのか？



サステナビリティへのパラダイム・シフト
̶Cure・Care・Core̶

地球環境

企業

地域社会

資
本
家
・
労
働
者

消
費
者

Cure

Cure

ステークホルダー

ステークホルダー

企業
Care

Care

Care

Care

ステークホルダー

ステークホルダー

社
会
課
題
の
解
決

資本家（⾦融機関・株主）と労
働者、そして消費者のニーズに
対応が求められた時代。その他
のステークホルダーには、問題
が起こればCureをする。

企業の存⽴基盤にTransparency
が求めれ、積極的にステークホ
ルダーへの関与や配慮が必要な
時代。企業の事業部⾨（収益
性）とはあまり関連しない。

単純な消費者ニーズに応えるだけで
は差別化できない。ステークホル
ダーと連携しながら、企業のCore
Valueを⽣かして社会課題を解決し、
事業部⾨（収益性）と関連させる。

企
業 Core連携

連携

連携



図表３） ブランド・ガバナンスの構図

顧客
地域住⺠

⾏政・メディア
社会活動家

株主
取引先

顧客

社会

従業員

Brand Presence
ブランド存在感

Brand Defense
ブランド防御

Brand Building 
ブランド構築

引⽤）⻘⽊茂樹・⼩⼭嚴也・江⼾克栄(2018)「ブランド構築とブランド毀損におけるブランド管理の⼆重性問題」
⽇本商業学会第68回全国⼤会配布資料

SDGs, ESG投資などのグローバル基準
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