ステークホルダー・ダイアログ

環境に配慮した商品づくりと
お客様満足の両立

NPO法人環境市民

（開催日：2014年5月23日／開催場所：グランフロント大阪 ナレッジキャピタル）
〈調査内容〉
「現行商品」
と
「Reduce（減装）仕様」
との比較
ギャツビー（男性向け調査商品）

ごみじゃぱんと企業が共同で容器包装ごみの発生抑制に
取り組んでいる
「減装(へらそう)研究会」にて、
「買ってい
ただける化粧品のReduce(減装)仕様とは？」
というテー
マで、
ごみじゃぱん学生スタッフ様にご協力いただき、大
学内でアンケートを実施しました。
その結果、減装の化粧
品を選ぶ人はまだ少数派であることが確認されました。

減容包装が受容される
社会の実現に向け、
各々ができることは？

［現行商品］ ［Reduce（減装）仕様］ 減装仕様16人

男子
103人
プラスチック
カバー仕様

フィルム
包装仕様

現行商品

高めて、減装マークを進んで買物の指針

女子
96人
プラスチック
カバー仕様

フィルム
包装仕様

現行商品

割も果たしていけると思います。生活者

地域で実践活動を行い、戦略的な行動提案をで

表示して、お客様に推奨する活動等

きる環境NGOとして活動を展開しています。

に取り組んでいます。

減装マーク

かなど、
もっともっとヒアリングの努力が

だ工夫の余地がたっぷり残されている

うれしいコメントをいただきましたが、
シ

必要です。特に新商品については、開発

と思います。企業は常に、品質の確たる

ンプル包装のイメージ醸成というのは難

者は質のよいものを提供したいという熱

ものをお客様に納めるということを最優

しいテーマです。一つ、
これぞというキー

い思いで工夫を凝らしますが、
それは生

先に考えていますから、設計段階では多

ワードがほしいところですね。

活者にとって本当にプラスなのか。当然

少オーバースペックになって、安全を守

小島●減装という言葉も、誕生までにほ

開発前に調査はしていますが、再々検討

りがちになってしまいます。
このため、
こ

ぼ1年かかっているんです。
それでもまだ

というぐらい念を入れてもよいのかもし

こをもう少し落としても、
お客様にとって

固くて伝 搬力に欠けます。ユーモアが

れません。

十分なものが提供できるんじゃないか

あって、軽い感覚で取り組んでいけるよ

田井●社内の環境意識も、もっと高め

という箇所が、当然出てきます。品質を

うな一語を生み出せればよいのですが。

たいですね。
ごみをなくせば効率も高ま

確実なものにしつつそうした過剰な包

杦本●私は20年来、我慢のエコは続か

るといった業務にひもづくような側面

装を減らしていくというところは、われ

ないということを言っているんです。何を

もからめて、繰り返し意識を啓発してい

われ設計者に課せられた使命だと考え

我慢と感じるかは時代の価値観によって

くべきでしょう。そして、イズムが十分に

ています。

も変わりますが、今の価値観で我慢と感

エコを我慢と感じさせない
方向へと、突破口を開こう！

じさせないことは大事ですよね。

にしてもらえるようになることが大切だ

の声を集めて企業さんにフィードバック

根づいたところで、不要な包装はないの

と考えています。

したりというようなところから、何かをし

がスタイリッシュだという主旨のマンダ

上野●私は、今回マンダムさんの商品で

ていければと思っています。

ムらしいキーワードを編み出して、生活

石川●われわれ「ごみじゃぱん」として

行ったアンケート調査をもっと掘り下げ

大黒●以前から、小売店にご協力いただ

者に伝えていけたらいいのかなと感じ

澤田●私は、
これまでのなかでは荒井さ

一歩前に進むために、一緒に
できることはどんなこと？

は、基本的には啓発と情報発信かなと思

るために、回答者を対象とする減装カ

いてP OPやポスターで減 装 商 品をア

ます。

んの発言に特に拍手マークです
（笑）。
マ

田井●まず手始めに
「ごみじゃぱん」
さん

います。すでに減装（へらそう）カフェや

フェを開いてみたいと思います。
そこで、

ピールする活動なども行っていますが、

荒井●さらに、
コンセプトの段階から減

ンダムさんがシンプルな包装こそかっこ

の視点で、
マンダムの容器包装の過剰な

減装学校を通じて主婦や子どもたちの

回答時を振り返ってそれぞれの本音を聞

生活者が減装商品に品質面や機能面で

装にこだわって、さっき上野さんがおっ

いいと打ち出してくださって、
それが広が

部分をどんどん指摘してもらい、
できる限

意識向上を図ったり、学会や国際会議か

き出せたら、次の課題が見えてくると思う

の不安を感じているのであれば、表示を

しゃっていたように、減装商品はシンプル

れば、
すばらしいと思います。

りスリム化していくというのはどうです

ら地域の勉強会まで多様な場で講演し

んです。生活者の方へのセミナーや講演

工夫したりして、不安を払拭していくこと

でかっこいいと感じてもらうことのでき

杦本●長年のCMなどで醸成されてきて

か？ そこから生まれた成果を双方で広

たり、論文を発表したりしています。

を通じて正しい情報を発信していくこと

もできると思います。

るマンダムらしい商品を生み出すことが

いるかっこいいというマンダムのブラン

くアピールすることでWin-Winの関係を

ドイメージを、減装とうまく結びつけてい

深められるし、減装活動もますます盛り

小島●オリジナルの減装マークを包装の

も重要です。最終的に、減装商品はシン

倉石●われわれメーカーとしては、まず

できればベストです。

減容化がなされている商品に貼って、消

プルでかっこいいという流れをつくって

は生活者の本音に、
もっと耳をすますこ

大原●並行して、見えないところで努力

くというのは、方向として大変有望です

上げていけると思いますが。

費者の方の選択を促すという普及啓発

いくことを目指しています。

とです。ロングセラー商品であれば長年

していくことも大切です。すでによくやっ

ね。それとは別に、大原さんが指摘され

大原●今後、
「ごみじゃぱん」
さんとマン

活動も行っています。
これを推進していく

澤田●生活者の方にアンケートなどをお

の容器包装形態を変えても受け入れて

ているのが、パーツを合体させるなどの

た、
お客様に気づかせない減装という方

ダムが日々協力し合っていけるといいで

ためにも、研究開発実績などを通じて自

願いしやすい学生としての立場を活かせ

いただけるのか、新商品なら採用予定の

手法で外見的にも機能的にも全く変化

向もある。
どちらも大切です。

すね。
たとえば、減装商品を共同開発して

分たちのNPOとしての価値や信頼性を

ば、生活者と企業さんの間の架け橋の役

容器包装が本当に支持されるものなの

のない減装を実現することです。まだま

田井●ブランドイメージについては大変

市場への周知を図ったり、
インターネット

ファシリテーター
環境市民代表

杦本 育生氏
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バリアリペア
（女性向け調査商品）

［現行商品］ ［Reduce（減装）仕様］ 減装仕様38人

神戸大学の学生を中心に、容器包装
ごみの少ない商品に
「減装マーク」
を

ジョンとし、地球規模の環境問題を視野に入れ、

化粧品のパッケージをReduce（減装）
すると、
お客様が安っぽく感じられるという課題があります。
そこで商品の環境負荷低減とお客様満足を両立させていくために
「マンダムは何をなすべきか？」
をテーマに、環
境市民、
ごみじゃぱん、
マンダムの3者でダイアログを行いました。

「現行商品」
と
「Reduce(減装)仕様」
との比較調査

NPO法人ごみじゃぱん

「持続可能で豊かな社会・生活を実現する」
をビ

ごみじゃぱん代表理事
神戸大学大学院経済学研究科教授

石川 雅紀氏

ごみじゃぱん事務局長
神戸大学大学院経済学研究科

小島 理沙氏

ごみじゃぱんメンバー
神戸大学経済学部4回生

上野 雅恵氏

ごみじゃぱんメンバー
神戸大学経済学部4回生

澤田 達也氏

ごみじゃぱんメンバー
神戸大学経済学部3回生

大黒 玲衣氏

㈱マンダム
第一マーケティング部

倉石 昇

㈱マンダム
宣伝販促部

田井 淳士

㈱マンダム
第二マーケティング部

荒井 紀子

㈱マンダム
技術開発センター

大原 勝哲
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を使って減装手法を共有したり。一緒に

大黒●私たちはこうした活動をしてい

も、マンダムさんと一緒に再構築してい

のためには新しい価値を創造するしかな

取り組むなかで何かおもしろいことが見

て、学生という立場がすごく有利に働く

けたらと思いました。

いというのが、今日のダイアログを通じ

つかる気がします。

点もたくさんあります。でも、いろいろ限

上野●そして、
「 包装が少ないイコール

ての私の結論です。生活者の中には環境

小島●これまでにない新しいコンセプト

界もあって、
「ごみじゃぱん」
も減装マー

かっこいい」
という風潮が広まる起爆剤

配慮を価値と認める気持ちがすでに潜

のデザインにも一緒に取り組めるんじゃ

クも認知度はまだまだです。圧倒的に知

になっていただきたいなと思います。

在していますから、
それを顕在化させる、

ないでしょうか。
マンダムさんのとんがっ

名度の高いマンダムさんとのコラボレー

澤田●広がりということが大切なので、

見出すと言い換えることもできます。一緒

たシャープなイメージと、実はその裏の

ションには期待がふくらみます。

減装のモデル企業になって周囲を牽引し

に価値をつくっていく、
もしくは見出して

顔でもある、環境配慮のまぁるく優等生

澤田●僕らとして一番やらせていただき

ていただければうれしいですね。

いくことが、今後の活動の核になってい

的なイメージのギャップが際立つよう

やすいのは、
やはりアンケート調査です。

大黒●シンプルがかっこいいというのに

くと思います。

な、
おもしろいコンセプトが生み出せたら

かっこいいとかシンプルとかの感じ方に

加えて、高品質も強調してもらえたら。

杦本●今日のキーワードは、石川先生が

すてきです。

ついて調べて、それを前面に押し出せる

いていないというのが現状かと思いま

包装を減らしている分安いけれど、内容

おっしゃったように、
１つは価値、共通価

は、最近エコや省エネなどをアピールす

石川●思いつきですが、汗もニオイもご

ようなことを、一緒にやっていけたらいい

す。
エコ、
エコという話じゃなくて、
かっこ

は保証するから、それで勝負しています

値の創出だと思います。
もう１つが、
それ

る広告とか表示が多くなり、果たして信

みも少ない生活を提案するというのも一

のかなと思います。

いいであったり、楽しいであったり、生活

みたいなことが書いてあると、生活者は

を実現するためのコミュニケーションで

頼していいのかどうかわからない。
でも、

案かもしれません。汗とニオイはマンダム

石川●商品の評価とか調査という点で

の中の親しみやすいもので浸透していけ

迷わず選べると思います。

す。特に企業が環境面の行動を、
と思っ

信頼したい、という消費者の思いが伝

さん、
ごみはこっちの領域です。
これをワ

は、学生主体のNPOということで何か付

ばいいのかなと思いました。

石川●今の若者は多様ですが、
みんな結

た場合、消費者の本音を聞いていく、そ

わってきます。
ですから
「ごみじゃぱん」
さ

ンセットにして、
かっこいい打ち出し方を

加価値的なところが多少はあるかなと思

荒井●やはり、包装とかパッケージに対

構いいことをしたいと思っています。
その

れから若い人たちの願いを聞いていくと

んや「環境市民」、その他のNPOとも連

考えてみるということです。

います。
イベントのようなものも、単独で

する考え方を、少しずつでも変えていっ

思いが行動につながるような商品を出し

いったコミュニケーションがすごく大切

携しながら消費者から見て信頼できる減

倉石●セットと言えば、
これを買ったら

やるよりはメーカーさんとNPO、大学が

ていただきたいなと思いますね。

てもらえないか。
その商品で若者の行動

だと思うんです。数多い環境団体とその

装商品を打ち出していかれることを、マ

何円分どこどこに寄付しますといったプ

やっているというと、注目を集めやすいと

大原●私は、減装商品の存在を知っても

が変わって環境配慮につながる。そんな

ネットワークを建設的に活用していけた

ンダムさんに期待しています。期待に応え

ロモーションがありますよね。
あれは、度

いうメリットがありますね。

らい、その意味合いをより深く理解して

コンセプトで、
インパクトのある商品を出

らきっとおもしろい新たな価値が見つか

てくださったら今度はそれを正当に評価

が過ぎると押しつけがましくなりますが、

上野●POP の共同開発はどうでしょう。

いただきたいと願っています。知らない

していただければいいなと思います。マ

り、それが経営意識にも反映するんじゃ

して周囲にも伝えていく。誠実な企業を

容器包装の減容化のようなコンセプトの

私たちは売場の減装商品にPOPをつけ

人の方が多いというのは、発信方法にも

ンダムさんとわれわれは、違う立場から

ないかと思います。私が理事を務める

応援していくこともNPOの大切な役割

同じ問題を解こうとしていますが、解決

NPO法人環境市民で行った調査から

の一つだと思っています。

打ち出しに活用するのは新鮮で効果的

て注目させる活動もしているので、
そこに

問題があると思うのでその点は検討が

かもしれません。いずれにせよ、
「 ごみ

「品質に問題はありません」
とマンダムさ

必要です。
まず知ってもらって、
その後に

じゃぱん」
さんもマンダムも、
お互い単体

んが付記してくだされば、それだけで生

意味を理解していただく。そのためには

だと露出が少なく活動への認知も進みに

活者の方は安心すると思います。ほかに

新たな働きかけが必要でしょうね。

くいので、一緒にやることは大切です。
こ

も、企業であるマンダムさんにはちょっと

倉石●生活者というよりも、世の中全体

れぞというキーワードを冠して大々的に

聞き出しにくい生活者の本音を私たちが

の意識が高まらないと、なかなか難しい

取り組み、減装活動の価値向上にもつな

聞き出して、マーケティングや商品開発

ですね。
たとえば「ロハス的な生活をして

げたいですね。

に役立てていただくということなどが考

いる自分が好き」
といった感覚が当たり

えられます。

前になってくれたら、
みんな黙っていても

荒井●どんどん協働の実績をつくって、

あまり包装されていない商品を選ぶよう

互いに協力して減装活動をしているとい

になります。一日も早くそうした社会風潮

うことをもっと前面に出し、一緒にアピー

になってほしいなと思います。

ルしていけば、生活者への啓発にもつな
がっていくと思います。

マンダムが容器包装に関連
して生活者に願うこととは？
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外部からマンダムへの期待と
減装活動のこれから
小島●マンダムさんにはあっと思う容器
包装と商品を開発してほしい。容器包装

田井●環境意識の向上ということに尽き

の分野でも、商品としても、あっ、そんな

るのかなという感じです。だんだん醸成

のがあったのかみたいなものを投入して

はされてきているものの、まだまだ根づ

いただきたいですね。減装マークにして
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