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はじめに 

本研究の目的は、企業が環境経営と環境配慮型製品の普及に取り組む要因を分析し、その中

でも女性の日常生活の必需品となっている化粧品を事例分析とし、日本と中国の企業における

今後環境経営のあり方と環境配慮型製品の普及に望ましい方向性を模索することである。その

際に、両国の女性消費者を対象に環境配慮型化粧品に関する認識や購買行動についてのアンケ

ート調査分析を踏まえて、両国の企業における環境配慮型化粧品の普及のために今後進むべき

方向性を明らかにしたい。 

今日の気候変動問題に代表するように、環境問題に対する社会の危機感は増しており、二酸

化炭素をはじめ各種の汚染物質の排出削減に大きな責任を背負うべき企業の環境取り組みに

対する社会の関心はますます高まっている。こうした背景から企業も社会の要求に答えなけれ

ばならず、経営理念の中に環境保全を社会的責任の一環として位置づけられるようになった。

そして、近年では、企業は生産活動の中で排出される汚染物質や廃棄物の削減だけではなく、

製品の設計や開発段階から環境に配慮する設計（すなわち環境適合設計）を取り入れた環境配

慮型製品の開発と市場普及拡大にも関心を高めている。すなわち企業は、環境問題の法規制に

対応して汚染物質の削減という防御的姿勢から環境にやさしい製品の開発・販売という積極的

姿勢に転換する傾向を強めている。 

2003年に環境省は、OECD（経済協力開発機構：Organization for Economic Co-operation and 

Development）の環境ビジネスの分類に基づき、環境ビジネスの市場規模及び雇用規模につい

て推計を行った。その結果によれば、環境ビジネスの市場規模は 2000 年には 29兆９千億円だ

ったものが、2010 年には 47 兆２千億円、2020 年には 58 兆４千億円になると推計された。こ

のように、環境ビジネスは将来、市場の拡大が見込めるとともに雇用の拡大をも期待できる有

望なビジネスといえる。 

近年、消費者においても環境意識が高くなり、市場で製品の環境配慮度合により選別する傾

向も現れている。消費者の環境配慮型製品の選択には、車や住宅など耐久消費財だけでなく、

日用品雑貨など非耐久消費財にも浸透しつつあっている。一般消費者の日常生活において、環

境品質は「環境に優しい」、「エコ」、「省エネ」といった表現を通して、あらゆる商品に対して

も不可欠な要素となってきている（林：2012）。特に、環境保全意識が強い欧米においては、

環境保全がすでに国民生活の中に浸透している。例えば、生活用品、食品等を購買するとき、

値段がやや高くても、環境に優しい商品を選択する傾向が現れている。 

そして、経済と社会発展の高度化に伴って、消費者の知識水準と消費レベルも向上し、化粧

品のように日用品として身近に使う製品に対する環境配慮要求水準も高くなっている。そこで、

本研究は化粧品企業の環境経営実態を分析し、企業の環境配慮型製品への取り組みを考察する。

また、日本と中国の女性消費者を対象としてアンケート調査を行い、消費者の環境配慮型化粧

品に対する購買行動を観察した上で、企業の望ましい環境経営の方向性と環境配慮型化粧品の

普及可能性について考察する。本研究で得られた知見は、化粧品以外の消費財にも広く適用で

きるものであると考える。 
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本研究の構成は以下のとおりである。第 1章では地球環境問題の深刻化及び環境規制による

企業の環境対応について考察を行う。第 2章では環境経営の先行研究を踏まえ、企業の環境経

営と環境配慮型製品が環境対応及び環境ビジネス発展の必然的な選択になることを明らかに

する。第 3章では日本化粧品業界を取り上げ、化粧品企業の環境経営の特徴や相違点を考察す

る。そして、日本の女性消費者を対象としてアンケート調査を行い、消費者の観点から環境配

慮型化粧品の普及課題を明らかにする。第 4章では、中国の化粧品企業の環境経営の実態につ

いて検討したうえ、中国の女性消費者を対象としたアンケート調査を行い、環境配慮型化粧品

の普及促進のための市場条件と企業の課題について考察する。第 5章では、日本と中国の化粧

品企業の環境経営についてそれぞれの課題を比較分析し、両国における環境経営戦略の望まし

い方向性及び環境配慮型化粧品の普及の方向性を示す。 
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第 1 章 環境問題の現状と世界の環境経営 

1992年にブラジルのリオで開催された地球サミットでは「持続可能な発展」という理念が国

際的に合意され、持続可能な社会の構築があらゆる人々及び組織にとっても重要な課題となっ

てきた。その結果、企業は利益組織として、経済価値を追求する同時に、環境負荷が少ない持

続可能な経営についても積極的に取り組むようになった。本章では地球環境問題の深刻化と企

業の環境経営への転換について既存文献を踏まえて考察を行う。 

1.1 地球環境問題の現状と環境経営 

一般に、地球環境問題は地球温暖化(気候変動)、熱帯雨林の減少、オゾン層の破壊、有害廃

棄物、酸性雨の増加、砂漠化、生物多様性の減少、海洋汚染などが取り上げられている。特に、

地球温暖化による被害は、以上のほとんどの環境問題に密接に関わっている。例えば、地球温

暖化によって農作物の最適地域が変化すれば、新たな別の場所に耕作地域を確保する必要がで

てくる。これによって、砂漠化が広がり、野生生物の生息地も縮小し、生物多様性が脅かされ

る。 

地球温暖化問題をはじめ、こうした環境問題の主たる原因は、言うまでもなく「人間の活動」

である。産業革命以降、石炭や石油などの化石燃料の使用によって膨大なエネルギーを利用す

ることが可能となり、経済活動が活発化すると同時に、世界人口が急激に増加した。すなわち、

科学技術の進歩による急激な生活水準の向上や人口の増加が、さらにエネルギー利用を加速化

し、地球環境そのものに大きな負荷をかけているのである。そして今日の大量生産・大量消費・

大量廃棄による環境負荷は、これまでの企業活動と企業の生産システムに大きな要因があった

と言える。 

経済活動による地球環境影響について最も重要な警告は、まず、レイチェル・カーソン（1962）

の『沈黙の春』が挙げられる。同書は、除草剤や殺虫剤による環境破壊を強く警告し、環境問

題に人々の注意に向けることになった。そして、ローマ・グラブ(1972)による『成長の限界』

は、産業・経済がこれまでの経済活動を続けた時には地球の限りある天然資源が枯渇すること

を明確に指摘し、人々に意識の転換を求めた。また、環境ホルモンの危険性を取り上げたシー

ア・コルボールら(1996)の『奪われた未来』では、様々な化学物質の利用による生態系の大き

な変化が指摘された。これらの報告は、環境問題の実態を知らせ、警告を発するという点で多

方面に大きな影響を与えた（金原・金子：2005）。 

こうした中で、地球環境の保全のための理念が提唱されるようになった。その主要なものと

して、第１に、1987年に「環境と開発に関する世界委員会」が発表した「持続可能な開発」の

考え方である1。それに続く、1992年の「環境と開発に関する国連会議」(地球サミット)では、

この持続可能な開発の理念を各国の政策的課題にすることが明確になった。また、地球資源や

生活環境の維持・保全のために、社会はどうあるべきかについて提案が行われた。 

第2に、産業界からは、1992年にBCSD（Business Council for Sustainability Development、

                                                   
1 World Commission on Environment and Development、Our Common Future、 Oxford University Press、

1987Sustainable Development には、「持続可能な発展」あるいは「持続可能な発展」の訳語が使われてい

る。 
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持続可能な発展に関する経済人会議）は、持続可能な発展を事業目的として具体化するために

環境効率（eco-efficiency）の概念を提唱した。環境効率は、「より少ない資源利用、廃棄・

汚染でより多くの財とサービスを創造すること」を意味している。この概念は、1992年の地球

サミットに向けた産業界の提案として考え出された。 

第3に、ファクター4およびファクター10の考え方がある。ファクター（Factor）とは、資源

生産性及び環境効率の向上倍率のことである。向上倍率が4倍ならばファクター4、10倍ならば

ファクター10という。資源投入量を減らし資源生産性を高めるか、環境負荷を削減して環境効

率を高めることによってファクターは向上する。ミュミット・ブレーク（1994）は、持続可能

性を確保するためには、2050年までに資源生産性を10倍（ファクター10）に高める必要がある

と指摘した。 

第4に、国連大学のカプラとパウリ（1995）は、「ゼロ・エミッション」という概念で新しい

経済社会の在り方を提唱した2。「ゼロ・エミッション」は廃棄物を出さないということで、循

環型社会をめざすことを強調している。これら新しい理念によって、持続可能な社会としての

循環型社会が世界的にも広く認識されるようになった（金原・金子：2005）。 

環境問題の深刻さが明確になるにつれて、生産活動の主体である企業に対する社会の期待は

大きくなり、企業の活動に対する規制も強まった。社会は、企業に対して社会的責任（CSR：

Corporate Social Responsibility）を明確に求めるようになった。環境経営は、単に環境

負荷の削減が求められているよりは、社会の中でその役割を果たす企業の社会的責任として考

えられている。すなわち、企業は果たすべき社会的責任の考え方が強まり、環境経営を含む生

産活動全体についての社会的影響を強く意識し、企業活動を行うという姿勢に転換しているの

である。その具体的な背景として、GRI（Global Reporting Initiative）のトリプルボトムラ

インが取り上げられる。GRIは、持続可能性報告書のガイドラインを策定・普及させることを

目的として1997年に設立された組織であり、企業に経済、環境、社会の3つの側面について報

告することを求めている。 

こうして、企業による環境保全への取り組みは、従来の大量生産・大量消費・大量廃棄を基

軸とした産業理念の転換の中で、生産活動におけるエネルギー使用量の削減、資源の循環的利

用を追求しながら、新しい環境ビジネスチャンスを求める方向へ展開している。 

1.2 世界的環境規制と企業の環境経営 

現在、世界各国が環境と経済の両立の問題について非常に関心を高めている。その中で特に

欧米諸国の主要企業はグリーン・マーケティング3を提唱すると同時に、この分野のリーダーと

なっている。これらの企業はシステム、規制、環境管理に関するポリシーガイダンスを策定し、

積極的に関連技術や基礎研究の開発に取り組んでおり、また、伝統的な生産方式と経営理念を

根本的に変化する方式で環境保全と企業の成長を促進することを求めている。 

                                                   
2 ゼロ・エミッションは、文字通り解釈すれば廃棄物ゼロのことであるが、実践的には、廃棄物総発生量に対

する最終埋立処分量が 0.5％あるいは 1％以下であれば、ゼロ・エミッションと定義される。 
3 Peattie（1992）は、グリーン・マーケティング（環境マーケティング）について、「顧客や社会の利益を得

ると同時に持続可能な方法で確認し、予測し、満足させることに責任を持つマネジメントのプロセス」と定

義している 。 
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図表1-1  環境問題に関する国際社会の変化 

時代 

区分 

世界の 

変化 
環境問題 法律・政策 評価 

1970年

代まで 

先進国に

よる認識

の時代 

オゾン層の破壊 

地球温暖化 

砂漠化の進行 

海洋汚染 

熱帯雨林の破壊 

・1969年米国で環境政策法が

成立。 

・1972年「国連人間環境会議」

が開催。 

・国際的な会合が萌芽し始め

た時期、依然として先進国

が中心となって環境問題と

向き合った。 

1980年

代 ～

1990年

代 

先進国主

導の時代 

1985年の南極でオ

ゾンホールの発見 

1986年のチェルノ

ブイリ原子力発電

所事故 

・1982年国連人間環境会議で

「持続可能な発展」を主題

として開催 

・1992年の地球サミットで「国

連気候変動枠組条約」が採

択 

・1997年に京都議定書が採択 

・産業界で「環境に優しい」

製品や商品が登場し、環境

マネジメントシステムの国

際規格「ISO14001」発行 

・環境報告書の作成や環境会

計が導入 

2000年

代以降 

国際的な

合意形成

の時代 

企業不祥事が相次

ぎ発生 

地球温暖化 

省エネルギー 

・2002年に持続可能な開発に

関する世界首脳会議が開催 

・2003年にEUのRoHS（有害物

質使用制限）指令 

・2015年COP21パリ協定成立 

・先進国と途上国は環境問題

に対する責任所在の対立 

・2015年の地球温暖化に関す

るパリ協定の締結により、

先進国、途上国を問わずす

べての国がCO2対策に迫ら

れることになった。 

出所：岸川（2010）に基づき作成。 

図表 1－1で示されているように、世界における環境問題への認識は、欧米先進国を中心に

広まった。1960年代後半以降、環境汚染対策関連法や制度がこれらの国で制定されるようにな

り、環境問題と向き合っていた。1980年代に入ると、エコ・ディベロップメント（生態学的に

妥当な発展）の概念は、持続可能な開発として再認識された。この時期に地球環境問題に対す

る国際条約は急速に拡大、多様化している。1990年代後半からは、環境問題に対する世界的な

合意が形成され始めた。しかし、この時期では先進国と途上国は、環境問題に対する責任の所

在について対立が深まっており、妥協点を見出すことは容易ではなかった。また、この時期に

は、環境問題に対して能動的な対応を取り始める企業が多くなった。この背景には、1992年に

ブラジルのリオで開催された地球サミットによって、地球環境の危機からの脱出が世界の共通

認識になり、各国の企業が、消費型経済から循環型経済への転換が急務であることを自覚した

ことがあげられる（岸川：2010）。 

環境問題に関する国際的な合意・政策が採択されてから、企業は、従来の大量生産を基軸と

した産業理念から経済価値と環境保全の両立をめざす環境経営という経営理念への転換を考

慮しなければならなかった。つまり、グリーン生産活動と製品のライフサイクルを通して汚染

防止かつトートルに環境負荷を減らす方向へ移行するようになった。さらに環境負荷の削減は、

エネルギーの使用量を減らすだけでなく、環境に優しい製品・サービスを提供し、持続可能な

発展を目指す動きとなっている（金原・金子 2005）。 

特に、2015年の地球温暖化に関するパリ協定の締結により、先進国、途上国を問わずすべて

の国が CO2を中心とする温室効果ガス削減対策に迫られることになった。もはや、今日の環境

問題はグローバル化・多様化しており、国際社会は、共通の認識のもとで歩調を合わせながら

対策を講じることが不可欠となっている。 
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こうした世界的な政策合意や理念の浸透によって具体的な制度が作られ、行動基準・政策が

次第に実施されていった。各国政府あるいはEU(欧州連合)による各種リサイクル法、企業レベ

ルの自主的な行動を促すISO14001、環境マネジメントシステム（EMS）あるいは環境マネジメ

ント・監査システム（EMAS）、環境会計などが実施されてきた。1997年の京都議定書の採択と

2005年の発効によって、条約締結国であるEUや日本では地球温暖化や環境への取り組みの強化

は政府や企業双方にとって義務となってきた。 

現在まで ISOによる環境マネジメントシステムは、環境監査、環境ラベル、環境パフォーマ

ンス、ライフサイクルアセスメント、用語と定義、森林マネジメント、環境適合設計など、経

営のあらゆる側面における環境規格が発効・公開され、総称して IOS14000 シリーズと呼ばれ

ている（産業管理協会：2001）。その代表的なものは、ISO14001 の環境マネジメントシステム

といえる。 

ISO14001環境マネジメントシステムは、製造業のみならず、サービス業、中小企業、教育機

関、自治体などへ導入が広がっていた。特に、2003年頃から、企業間取引において、ISO14001

の認証を取得していない取引先との契約を打ち切る企業が出現するなど、ISO14001認証取得が

企業経営上の必要条件となり、環境経営・環境対策の代名詞となった（加賀田：2007）。「ISO

サーベイ 2015」公表の websiteによれば、2015年に日本 ISO14001認証を取得した企業は 26,069

件であり、中国（114,303件）に次いで世界第 2位である。ISO14001 は、事業所に対して環境

報告書の作成、公表を求めていないが、環境マネジメントシステムを運営すれば必然的に環境

保全計画の立案と結果検証が必要となるので、より積極的な環境取組みと環境報告書の作成・

開示のきっかけともなった。 
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第 2 章 日本企業の環境経営と環境配慮型製品の普及 

世界的な環境意識の高まりの中で、日本の環境政策も、環境問題の変遷に対応しながら変革

が進められてきた。1997年には京都議定書が発効されたことを受け、「地球温暖化対策促進法」

が成立した。この法では、地球環境温暖化対策の第一歩として、地方自治体、企業、国民が一

体となって地球温暖化対策に取り組むための枠組みが定められた。そして、2000年に排出者責

任と拡大生産者責任を基本理念とする「循環型社会形成推進基本法」を制定された。これらの

法制度の整備により、企業は市場で経済利益や競争優位を得るためには、環境経営戦略への転

換が必要となった。このような状況の下で環境に配慮した生産活動の結果として生み出された

環境配慮型製品が企業の環境利益と経済利益を両立させる近道として注目されている。本章で

は日本企業の環境経営の変遷及び環境配慮型製品の普及現状について考察する。 

2.1 日本企業の環境経営 

2.1.1日本企業の環境経営の定義 

近年企業活動における「環境経営」という言葉が頻繁に用いられるようになってきた。しか

し、この言葉には確立された定義が未だ存在していない。そこでこの概念について、勝原（2009）

などこれまでの主な先行研究を踏まえ、図表2－1に一覧表形式でまとめた。 

図表2－1  企業の環境経営に関する先行研究 

出所：勝原（2009）一部を参考し作成。 

図表 2-1の環境経営の概念規定を比較検討してみると、それぞれの強調点は異なっているが、

そこには環境経営の大切な共通要素が含まれている。その共通要素とは、①環境経営には地球

環境問題の深刻化と環境意識の変化への対応が大きく影響していること、②環境保全への自主

的取り組みが企業の重要な経営戦略の一環となってきたこと、③企業には「環境保全と利益の

両立」が不可欠であることが再認識され、継続企業（Going Concern，企業が将来にわたって

事業を継続するためのとの前提のこと）が目指されていること、④環境経営には、経済と環境

を結び付ける環境会計を含む環境マネジメントシステムの多様なツールが必要とされ、しかも

それらが進歩していること、そして、⑤最近では、循環型社会実現のために企業の社会的責任

（CSR：Cooperate Social Responsibility）を環境経営が重視するようになってきたこと、が

あげられる（勝原：2009）。 

著者名 概    要 

鈴木 

（2002） 

地球（生態系）、産業（経済系）、人間（社会系）の三者の持続可能性（環境サス

テナビリティ）を指向して組織化し、経営するという企業経営の姿。 

豊澄 

（2005） 

社会的責任、社会貢献、法律遵守といった側面から、企業業績や企業価値を高め

ることができる戦略的な活動の１つ。 

金原・金子

（2005） 

個別組織の立場から、資源使用量を減らし環境負荷を削減して、経済価値と環境

保全の両立を図る経済活動の管理運営。 

國 部 ・ 伊

坪 ・ 水 口

（2007） 

企業経営の隅々にまで環境の意識を浸透させた経営。環境経営の根幹は、企業経

営の中で環境と経済を連携させることになり、この重要な連結管の役割を果たす

のは、環境会計システムである。 

環境省

（2011） 

事業活動に伴う資源・エネルギー消費と環境負荷の発生をライフサイクル全体で

抑制し、事業エリア内での環境負荷低減だけでなく、グリーン調達や環境配慮型

製品・サービスの提供等を通じて、持続可能な消費と生産を促進する活動。 
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そこで、これらの先行研究を踏まえ、本研究では環境経営を次のように定義する。すなわち

環境経営とは、「企業が持続可能な発展を目指して、環境に配慮した製品やサービスを提供す

ることで、経済価値を創出するとともに環境負荷を最小限にする経営」であるとする。具体的

には、企業は調達、生産、開発、販売、廃棄各階段で環境保全、省エネルギーを実現する明確

な環境経営方針を持つ必要がある。 

このように定義された環境経営には、企業が実際に環境問題へ対応するための 2つ方法が含

まれている。1 つ目は環境の経営（マネジメント・アプローチ）であり、2 つ目は環境ビジネ

ス（マーケティング・アプローチ）である。これからのマーケティングは環境へのエミッショ

ンをゼロに近づける循環型環境志向のマーケティングが主流になる（大須賀：2000）。そこで、

企業は環境経営を通して、環境マネジメントを実施し、循環的な発展を続けると同時に、消費

者や顧客のニーズを満たした環境配慮型製品を販売することで、環境ビジネスを展開する必要

がある。 

 

2.1.2環境経営の歴史的変遷と進化 

企業の環境経営は、歴史的にみてどのように変遷したのであろうか。この問題を戦略的観点

から類型化して分析を行った Welford（1995）によれば、その歴史的推移は、初期段階の「公

害防止」から「公害予防」、「競争戦略」、そして最近では「持続可能戦略」へと展開をみせて

いるという。また、Staib（2005）も、欧米の歴史的事件を踏まえて、「法規制遵守への技術対

応」（1970～1982 年）から「組織の管理体制の変化」（1982～1988 年）、さらに、「戦略的な予

防保全的管理体制」（1988～1993 年）から、最近では、「企業の持続可能な発展と社会的公正」

（1993～2001 年）へと展開をみせているとし、Welford（1995）とほぼ同様な見解を表明して

いる（勝原：2009）。図表 2－2は、日本での環境経営の変遷について考察した文献をまとめた

ものである。これらの研究は、概ね法規制対応⇒受動的環境管理⇒積極的環境経営への変遷を

指摘している。 

図表2－2 日本の環境経営の変遷 

著者名 概    要 

三橋（2003） 法規制対応→環境保全→環境経営 

市川（2004） 公害防止（1970 年代）→環境管理（1990年代）→環境経営（2000年代） 

堀内他（2006） 公害防止型→公害予防型→競争戦略型→持続可能型 

鈴木（2005） 企業内環境対策→産業公害対策→都市生活型公害対策→地球環境問題対策 

岸川（2010） 法規制対応→ガマンの環境保全→主体的な環境経営→企業の競争力向上 

出所：勝原（2009）一部を参考し作成。 

特に、岸川（2010）は、環境経営観点に着目して、環境問題の歴史と企業環境の変化による、

日本企業の環境経営の形成とその経年変化について考察した。図表 2－3 に示されているよう

に 1960年代から 70年代は、水俣病や四日市ぜんそくなどの産業公害が深刻な社会問題となり、

公害防止関連法規制が強化された。これにより環境対策を実施する企業が数多となった。しか

し、実態としては義務的・受動的であったといえる。 

 



 

- 10 - 

 

1980年代から 90 年代前半は、1989 年のバルディーズ号事件（Exxon Valdez Accident）4に

代表されるように、環境問題による企業経営への損害が明確化された。すなわち、環境問題に

伴うリスクへの対応を他社に先がけて実施することが求められた。 

図表2－3 環境問題の歴史と企業経営の変化 

1960～1970年代  1980～1990年代前半   1990年代後半～現代     将来 

 

 

 

 

 

 

 

出所：岸川（2010）より作成。 

1900 年代後半以降から現在に至るまでには、ISO14001 の認証取得事業所件数の増大や環境

コミュニケーションを積極的に取り入れる企業の増加など、環境経営の進展がみられている。

このほか、東京議定書の採択や EU などで制定されている環境関連法を契機として、企業は環

境問題への対応を事業機会と捉え直している。すなわち、企業は環境経営を実行する中で、地

球環境との共生を図り、事業としても競争力をつけようと模索している時期である。将来、社

会及び市場における環境対応への要求は一層拡大する見込みであり、これによって企業の環境

パフォーマンスが市場競争力に直結する可能性が高くなる（岸川：2010）。 

現在、企業は環境へ可能なかぎり汚染物質を排出しないように、生産活動を最適化し、新製

品開発の決定などを含めあらゆる場面の決定において環境配慮をするように見直している（豊

澄：2006）。また、顧客価値のない事業が成立しないので、顧客からの要請によって環境への

取り組みは促進される。実際、企業の基本的な存在価値は、顧客あるいは社会のニーズに応え

るべく製品やサービスを供給することにある。そのため、企業は、環境規制や消費者からの要

請によって、既存製品の性能を確保した上に、環境に優しい特性を開発し、さらに経済価値と

顧客価値の両立を実現する必要がある。 

その結果、商品の環境性能が向上し商品価値も上がり、新製品の開発により既存製品の差別

化ができるのである。企業は経済的な業績及び市場の競争力を向上になって環境配慮型製品や

環境配慮技術を作り出した市場シェアもさらに拡大していくことになる。 

                                                   
4 エクソンモービル社のタンカー「バルディーズ号」の座礁により、アラスカ州沖のプリンス・ウィリアム海 

峡が広域に渡って汚染された事件。 
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2.2 環境配慮型製品の普及 

日本政府は、1990 年代に入ってから、製品の廃棄処理やリサイクルの責任を生産者が負う

EPR（拡大生産者責任）の方針を打ち出した。1990年代後半より法制度の整備が進められ、2000

年には 3R（リデュース、リユース、リサイクル）の概念を取り入れた循環型社会形成推進基本

法が制定された。 

企業の存在意義は元々利潤の獲得にあり、それは市場に製品・サービスを提供することによ

って実現できる。従来、企業にとって環境対策は、コストが嵩むばかりで利益にはあまり繋が

らないという認識があり、実行にはどうしても消極的であった。しかし、環境へ配慮する市場

のニーズが生まれると、企業は環境を意識した新商品開発に力を入れるようになった。特に今

日のような地球環境問題の解決には、製品を作る段階だけでなく、利用する段階までも環境に

配慮した製品が重要な役割を果たすことになる（豊澄：2004）。このような背景から、環境配

慮型製品の認知度もますます社会に広がっていくことになる。 

環境配慮型製品とは、環境に配慮あるいは環境保全に貢献している製品である。他にも、「環

境対応商品」、「環境保全商品」、「環境保護商品」、「環境保護グッズ」、「環境調和型製品」など

の呼び方がある。これらはいずれも、環境効率に優れた製品や、環境保全に貢献する製品であ

るという共通したコンセプトを持っている（石川：2012）。 

環境配慮型製品は、鈴木（2005）によれば、①使用階段の環境負荷を低減させる製品、②廃

棄階段の環境負荷を低減させる製品、③原材料調達階段における環境負荷を低減させる製品の

3 つに分類できる。従来と同じ製品性能を持ちながら環境負荷の少ない製品が環境配慮型製品

である。環境配慮型製品は、省エネルギー・省資源型製品であり、地球環境問題を解決する重

要な役割を担っている。鈴木（2005）は、企業が環境に配慮した商品の開発に努力することは、

企業のブランド力を強めることであると指摘している。 

環境配慮型製品は、企業に主として 2 つの業績(優位性)をもたらす可能性がある。1 つは経

済的成果である。グリーン・コンシューマーの増加やグリーン調達・購入5の普及により企業

の環境配慮型製品開発は、利潤を得ることができるようになった。環境経営の一活動である環

境配慮型製品の製造・販売は、企業の持続性の基盤となり中長期的には企業競争力の向上に結

び付くものと指摘されている（長谷川：2000）。もう 1 つは社会的成果である。環境配慮型製

品の開発・販売は環境啓発につながるので、従業員のモラルや環境意識の向上に役立つ。また、

企業はイメージや社会的信用を高められるので、競合他社との差別化が図られる。日本でも消

費者の影響力が欧米並みに強くなってきており、企業にとって社会的業績の重要度は今後ます

ます高まるようになる。馬奈木・豊澄（2012）は、企業がどのように社会的業績及び経済的業

績を獲得していったかについて、以下の事例を挙げて解説している。 

日本のタオル生産は、中国をはじめとするアジア諸国からの安い輸入品急増の影響を大きく

受けていた。日本のタオルの約半分以上を生産している今治地区への影響はきわめて大きく、

現在は 1989年のピーク時およそ 2割（9,851万 t、2010年）しか製造できていないという。こ

                                                   
5 グリーン購入・グリーン調達は、製品・材料・生産活動に含まれる CO２排出、有害物質排出、資源消費など

による環境負荷をその源から、減らすために取引先に行動を求めている。購買側の企業が部品の供給企業で

ある取引に環境に配慮した部品・材料や生産方法を求めている（金原：2012）。 
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のような厳しいタオル業界において、環境配慮で差別化を図った企業が池内タオル（株）であ

る。他のアジア国では作ることができないものに徹底的に的を絞ろうと戦略転換を試みて、コ

スト戦略で勝ち目のない池内タオルが取り組んだのは、品質向上と環境負荷を下げることであ

った。従来にない品質を求めてワイシャツ用の高級な細い糸を使い、さらに今までにない柔ら

かな風合いを出すために天然のでん粉糊を利用した。また、すべての工程を見直し、工程別に

発生する環境負荷を分析し、その削減に取り組んだ。そして、1980年代後半に ECOマークを取

得し、オーガニックコットンの利用も始めた。こうした活動の集大成として 1999年に ISO14001

認証を取得した。 

これら一連の環境活動の集大成としての環境配慮型製品をアメリカにアピールした。アメリ

カの消費者に、最高品質の「柔らかさ」を持つタオルが「最高に環境に配慮した製造方法」で

作られていることを認識させようと試みたのである。その結果、ロセンゼルスで 2000 年に開

催された「カリフォルニア・ギフト・ショー」で「ミラクルソフト」という高い評価を受けた。

海外ブランドのハンカチサイズのタオルを中心に OEM注文（他企業のブランド製品の製造を請

け負うこと）が急増したのである。池内タオルの環境に対する経営方針、商品の斬新な色使い、

現代的な感覚が、世界的に評価されたのである（馬奈木・豊澄：2012）。 

以上の例からみると、環境配慮型製品は生産活動の全体で環境負荷を削減する目的で生み出

された製品でありながら、企業の生産コストを削減するだけではなく、さらに経済的効果をも

たらすことが実証されている。近年、環境負荷低減技術及び製品により環境ビジネスの市場規

模は急速なスピードで成長している。 

環境省では、2003年に OECD（経済協力開発機構：Organization for Economic Co-operation 

and Development）の環境ビジネスの分類に基づき、環境ビジネスの市場規模及び雇用規模に

関し、2000年、2010年及び 2020年における環境ビジネスの市場規模及び雇用規模について推

計を行なった。 

図表2-4 日本環境ビジネスの市場規模及び雇用規模の推計結果 

 1997年 2000年 2010年 2020年 

市 場 規 模

（億円） 

247,426 － 400,943 － 

－ 299,444 472,266 583,762 

雇 用 規 模

（人） 

695,145 － 867,007 － 

－ 768,595 1,119,343 1,236,439 

出所：環境省（2003）http://www.env.go.jp/press/press.php。serial=4132 

図表2－4で示されたように、環境ビジネスの市場規模は、2000年には29兆９千億円だったも

のが、2010年には47兆２千億円、2020年には58兆４千億円になると推計された。雇用規模につ

いては、2000年には76万９千人だったものが、2010年には111万９千人、2020年には123万６千

人になると推計された（環境省website、アクセス日2016年10月21日）。このように、環境ビジ

ネスは将来、市場の拡大が見込めるとともに雇用の拡大をも期待できる有望なビジネスと予測

されている。 
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図表2-5 日本の環境ビジネスの市場規模及び雇用規模についての内訳 

環境ビジネス 
市場規模（億円） 雇用規模(人) 

2000年 2010年 2020年 2000年 2010年 2020 

A.環境汚染防止 95,936 179,432 237,064 296,570 460,479 522,201 

B.環境負荷低減技術

及び製品 
1,742 4,530 6,085 3,108 10,821 13,340 

 
1．環境負荷低減及

び省資源型技術 
83 1,380 2,677 552 6,762 9,667 

2．環境負荷低減及

び省資源型製品 
1,659 3,150 3,408 2,556 4,059 3,673 

C.資源有効利用 201,765 288,304 340,613 468,917 648,043 700,898 

総計 299,444 472,266 583,762 768,595 1,119,343 1,236,439 

出所：環境省（2003）http://www.env.go.jp/press/press.php。serial=4132 

また、環境保全に資する技術、製品、サービス等を提供する環境ビジネスは、環境への負荷

の少ない持続可能な社会経済システムの形成に重要な役割を担うものであり、環境省としては、

環境産業の振興、そして環境と経済の統合に向けた取り組みを引き続き進めている。図表 2－5

で示されたように、環境負荷低減技術及び製品の市場規模は、2000年には 1千 7百億円だった

ものが、2010年の 4千 5百億円から 2020年には 6千億円と予測されていた（環境省 website、

アクセス日 2016 年 10 月 21 日。 

2.3 企業の環境配慮型製品に関するアンケート調査分析 

本研究では、日本で全国最大規模の環境配慮型技術や製品を展示する「エコプロダクツ展」

の期間中（2015年 12月 10日～11日の 2日間）、この展に参加している企業の環境保全理念の

位置づけ、環境取組みの状況、そして環境配慮型製品及び環境経営の課題についてアンケート

調査を行った。本節ではこのアンケート調査の結果に基づいて企業の環境配慮型製品に対する

考え方などについて考察する。 

図表2－6 回答者所属企業の業種別構成 

 

 

今回のアンケートの対象企業 50社のうち、30社から有効回答を得た（回収率 46％）。図表 2

業種 企業数（社） 

製紙 6 

電子 5 

化粧品 4 

飲食 4 

住宅 3 

自動車 2 

素材メーカー 1 

包装メーカー 1 

タイヤメイカー 1 

エネルギー開発 1 

商社 1 

OPN 1 

合計 30 
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－6 でまとめるように、調査対象は自動車、化粧品、製紙、住宅メーカーなどとなった。調査

項目は（1）企業の環境経営理念、（2）環境配慮型製品の生産現状、（3）環境配慮型製品の普

及要因、（4）環境配慮型製品の市場状況など、4つのテーマに分けて設問した。 

2.3.1企業の環境経営理念 

「環境保全は企業経営理念の中にどのように位置づけられていますか。」という設問に対し、

図表 2－７を示したように 26社の企業（約 87％）は「とても重要」と答えた。そして、「具体

的な環境経営理念はありますか。」という設問に対して、図表 2－8 を見ると 25 社の企業（約

83％）は「ある」と回答した。すなわち、環境保全は企業の経営管理の中にすでに浸透してい

ることがわかる。法律規制の要請にせよ、自主的な環境対策にせよ、企業が環境問題をその戦

略プロセスの中にとても重要な要素として位置づけていると言える。 

図表2－7 企業経営理念の中で環境保全の位置づけ 

 

図表2－8 具体的な環境経営理念の有無 

 

2.3.2環境配慮型製品の現状 

「現在、貴社は環境配慮型製品の生産を実施していますか。」という設問に対し、図表 2－9

により、26社の企業（約 93％）が環境配慮型製品を生産していることがわかる。 

また、「貴社の環境配慮型製品を生産の目的は何ですか。（複数回答可）」という設問に対し、

図表 2－10を示したように、トップ 3位はそれぞれ「省エネルギー（17％）」、「CO2削減（16％）」

と「資源の節約・再利用（16％）」であった。つまり省エネルギー、CO2削減や資源の節約・再

利用は企業が環境配慮型製品を生産する主な目的として考えられる。循環型社会形成推進基本

法の制定以来、企業の生産責任がさらに拡大された。企業が事業活動の全体において環境への

負荷をできる限り減らす必要になったことも環境配慮型製品の普及促進に効果があったと考

えられる。 

図表2－9 環境配慮型製品の生産状況 
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図表2－10 環境配慮型製品の生産目的 

 

2.3.3環境配慮型製品の普及要因 

 図表 2－11 は「環境配慮型製品を普及させるファクターは何ですか。（複数回答可）」という

設問の回答結果である。企業に最も多く選ばされたのは「消費者の環境配慮意識の向上（45％）」

であった。次は「製品の性能及び新技術の開発（29％）」であった。この結果により、消費者

の環境保全のニーズが企業に対して環境配慮型製品を生み出す原動力であることがわかる。 

図表2－11 環境配慮型製品を普及させるファクター 

 

「今後、環境配慮型製品の開発に取り組む課題は何ですか。」という質問に対して、図表 2

－12 を示したように、企業に最も多く選ばされたのは「環境の配慮性（45％）」であった。実

際、環境配慮型製品が一般製品と比較すると最も大きな区別は環境に優しい特徴であるが、企

業が今後、さらに環境配慮型製品の環境性能の向上を通じて、環境への負荷が最小限にするよ

うに取り組んでいることがわかる。 

図表2－12 環境配慮型製品を開発する課題 

 
2.3.4環境配慮型製品の市場状況 

図表 2－13 は「貴社が生産した環境配慮型製品の販売量はいかがですか。」という設問の結

果である。約 83％以上の企業は「予想通り」と前向きに答えた。環境配慮型製品は時代の要求

に応える製品として、市場に対する需要と供給が大体同じレベルである。また、消費者は、環

境意識の高まりにつれ、製品に既存品質性能を要求するうえで、環境性能も注目するようにな
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っている。この結果により、環境配慮型製品の普及及び環境マーケティングがさらに拡大され

ることが予想できる。 

また、「環境配慮型製品はいつごろ市場で広く売れると思いますか。」という設問に対して、

図表 2－14 を示したように、58%の回答企業は環境配慮型製品がすでに売れると考えている。

この結果により、これは環境配慮型製品がすでに市場に浸透しているということがわかる。 

図表2－13 環境配慮型製品の販売量 

 

図表2－14 環境配慮型製品の市場予測 

 

今回のアンケート調査を通して、企業が環境経営理念に基づいて、積極的に環境配慮型製品

を製造し、消費者にアピールし、また将来、環境配慮型製品の市場販売に前向きな考えを持っ

ていることが分かった。環境配慮に優れた製品でも、消費者や顧客に受け入れない限りは企業

も生産し続けることはできない。すなわち、環境配慮型製品の普及は、環境配慮型製品を求め

る消費者の購買行動が重要である。それによって、企業が環境配慮型製品を生産し、販売を促

進することにより、環境配慮型製品の普及も拡大することになる。 
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第 3 章 日本の化粧品業界の環境経営と消費者の購買行動 

近年、環境保全意識が企業だけではなく、消費者までに浸透しており、エコ自動車やエコ住

宅など耐久消費財の場合は普及も進んでいる。しかし、化粧品のように日常生活用品に対する、

一般国民の環境意識はまだ低い。つまり、環境配慮意識はまだ日本国民生活の隅々では浸透し

ていないと考えられる。本章では日本の化粧品業界を取り上げ、業界を代表する企業の環境経

営の事例分析を通じて、日本の化粧品企業の環境経営の現状や特徴を考察する。また、日本の

女性消費者へのアンケート調査を行い、環境配慮型製品に対する認識や購買行動を調査する。

それを踏まえて、企業における環境経営の課題を明らかにする一方で、環境配慮型化粧品の普

及のための望ましい方向性を見出す。 

3.1 日本の化粧品業界の市場現状と予測 

日本の化粧品市場では全体で 2000社あまりの企業が生産活動を行っている。資生堂、花王、

カネボウ6、コーせー、ポーラの 5社は日本化粧品大手 5社と言われおり、その 5社の市場シェ

アは全体の約 70％程度を占めている。産業組織的には、少数の大企業が過半の市場を占めてい

るが、一方では多数の中小企業も存在する。いわゆる寡占的競争型市場で、大手大企業と中小

企業の共存、棲み分けができている産業とも言える。 

図表 3−1 は 2014 年度の化粧品業界の企業別市場シェアを示したものである。資生堂が 1 位

（38％）、花王（カネボウを傘下として含む）が 2位（28％）、コーセーとポーラが 3位（10％）

となっており、資生堂と花王の合計シェアは 60％以上を占めている（業界動向 website、アク

セス日 2016年 10月 6日）。 

図表3－1 化粧品業界の企業別市場シェア（2014年度） 

 
出所：http://gyokai-search.com/3-kesyo.htmより作成。 

化粧品業界の市場規模は、図表 3-2 に示されたように年々増加傾向にあり、2016 年には約

2.5 兆円に達すると予測されている（島野：2007）。また、環境配慮型化粧品の現状を見ると、

近年のナチュナル・有機農トレンドの浮上により、成長期に向かっている。これは生活と消費

水準の向上に伴い、国民は環境問題や自身の健康に関心が高まっていることに起因すると考え

られる。その中で化粧品市場には、自然健康志向の定着と消費者の意識変化、価値観の多様化

                                                   
6 2006 年に花王に買収されている。 
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と個性化、新たな流通チャンネルの登場などにより、高品質を確保した環境配慮型化粧品を追

及する消費者の需要増加が見られる。このような現象は日本だけでなく、世界各国の共通点と

いえる（文：2008）。 

図表3－2 日本国内の化粧品市場規模推移と予測（単位：百万円） 

 

出所：矢野経済研究所「化粧品市場に関する調査を実施（2016年）」アクセスより作成。 

特に、環境保全意識が強い欧米では、環境配慮がすでに国民生活の中に浸透している。長い

間、化粧品と環境保全はさほど大きな関連がなかったが、女性の知識水準と消費能力の向上に

より、化粧品への要求も変貌している。すなわち、女性消費者は化粧品の天然成分や環境配慮

生産、環境配慮設計、環境配慮包装までも関心を持つようになった。 

環境配慮型化粧品という言葉の定義は、欧米では法律的に定義されているが、日本ではまだ

法律的な定義は存在していない。これらのことを踏まえ、環境配慮型化粧品という言葉の定義

及びその基準について文（2008）に基づいて、次のように考察した。「環境配慮型化粧品」と

は、製品に使用されている原料の原産国、材料の選択過程、原料の加工、製品の包装、製品を

生産する人々の間の関係が自然環境との調和を追求する。また、人間の精神的健康や皮膚状態

が長期的に回復、改善される効果をもたらすものであると定義する。 

以上の定義から、「環境配慮型化粧品」を使用することは、自身の健康に配慮するとともに

生態環境と環境保護にも資する行動であると考えられる。また、本研究では「環境配慮型化粧

品」とは上記の条件の中で、環境配慮要素を重視し、以下の条件を満たすものとする。①皮膚

に刺激を与えない 100％天然原料の使用、②調達、生産、使用及び回収各段階でクリーンな生

産技術を採用し、汚染防止が端末の処理から生産過程に転換、③生分解性およびリサイクル可

能な梱包材を使用し、過剰包装を減少、④容器が循環使用でき、化学合成添加剤をあきらめ、

バイオテクノロジー剤や天然植物から抽出物を採用、⑤安全・健康の前提で、しわを取り除く、

美白、老化防止の効果を発揮することである。 

ニューヨークの市場調査機関によると、環境配慮型化粧品の米国市場規模は 2006年 61億ド

ルから 2012 年には 102 億ドルに達している。このように、近年環境配慮型化粧品は、ますま

す欧米化粧品市場の主流マーケットとして市場が伸びている（文：2008）。現在、一般消費者

の日常生活において、環境品質は「環境に優しい」、「エコ」、「省エネ」といった表現を通して、

あらゆる商品に対しても不可欠な要素となっている。これは国民が消費財の使用や廃棄に至る
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までの環境への影響を考慮し、一般生活におけるエネルギー消費を節約しようとする（コスト

節約でもある）意識の現れである。化粧品においても、環境品質は消費者から選択される要素

の大きな一側面となっている（林：2012）。日本の化粧品企業は、こうした市場の変化により、

将来経営戦略の制定において環境保全の重要性を考慮しなければならなくなった。 

次節では、日本の化粧品企業を代表する資生堂と花王について、具体的な環境経営の実施内

容及び環境保全への取り組みにより得られた２社の環境効果と経済効果を比較分析し、日本の

化粧品業界の環境経営の特徴や環境配慮型製品普及の課題について考察する。 

3.2 日本の化粧品業界の環境経営事例分析 

3.2.1（株）資生堂の環境経営展開 

（1）会社概要 

資生堂は1872年に日本初の洋風調剤薬局として、東京・銀座に誕生した。1916年、薬局から

化粧品部門が独立し、化粧品部が開店し、1927年に株式会社資生堂が発足した。1949年、東京

証券取引所に株式を上場した。生産拠点は国内に3つの工場があり、国外に10か所ある。現在、

世界範囲で企業に地球温暖化防止の要請に対応するために、資生堂は1992年に制定した『環境

対応を推進し、生物多様性に配慮しながら、お客さんも地球も美しく共生する持続可能な社会

をめざす。肌をケアするように地球をいつくしみ、調和のとれた美しい地球環境を実現するに

向けて全力を尽くす。』という経営方針として事業活動に貫いている。 

図表 3－3 資生堂の会社概要 

項目 企業情報 

所在地 東京都中央区銀座 7-5-5 

創業・設立年月 1872年、1927年 

資本金 645億円 

事業内容 化粧品の製造・販売を主な事業とする。化粧品の国内シェア第 1位、世界

シェア第 5位。世界 88ヶ国で事業展開し海外売上比率は 5割を超える。 

売上高 単結：7,631 億円 (2015 年度) 

従業員数 33,218 名 

生産拠点 13 社（中国 3社、アメリカ 3 社、フランス 2社、ベトナム、台湾、各 1 社） 

出所：資生堂ホームページより整理。 

（2）環境経営の取り組み 

①環境保全コンセプトと推進体制 

1992年に「資生堂エコポリシー」を定め、地球環境を視野に入れた活動を本格的に開始した。

1997年に業界でいち早く環境報告書を発行し、『地球環境への配慮を、何者にも優先する。』を

具現化するための環境に関する経営方針－[企業行動宣言―THE SHISEIDO WAY－]を制定した。

また、2009年に「持続可能な社会に向けて、化粧品の生産活動における継続的改善を推進する」

という新しい環境方針を策定した。現在、資生堂は「地球の恵みの保全」と「CO2削減」、「省

資源」という3つの領域の環境保全に取り組んでいる。図表3－4では、資生堂の具体的な環境

経営の実施内容及び環境保全への取り組みがまとめられている。 

 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%96%E7%B2%A7%E5%93%81
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%BD%E9%80%A0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B2%A9%E5%A3%B2
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%82%A7%E3%82%A2
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図表3-4 具体的な環境保全活動 

部門 環境への取り組む 

環境リスク

への対応 

1.新しい環境法規制に関する情報収集やリスクなどの分析。 

2.生産部門においてはISO14001のシステムに基づいて環境法規制などの順守評価を

実施し、法令順守を徹底。 

産業廃棄物 

管理の徹底 

1.国内全事業所に「廃棄物管理責任者」を設置し、適正管理を推進。 

2.定期的に社内業務担当者へ講習会を実施、変化する法規制の内容や対応方法の共

有化、管理レベルの強化。 

化学物質の 

管理 

1.PRTR法(化学物質管理促進法)で義務づけられた行政報告を実施。 

2.工場や研究所などで原料や試薬などの化学物質の使用と廃棄の自主管理を徹底。 

製品への環

境配慮 

1.1997年度「資生堂グローバル・エコスタンダード」を策定、商品開発、R&D、生産・

調達、物流、販売、オフィスにおける行動指針を具現化。 

2.環境に配慮した商品や販促物の設計基準をライフサイクル視点で見直し、2010年

度「モノづくりエコスタンダード」と「販促物エコスタンダード」を策定。 

環境教育・

啓蒙 

1.ISO14001 認証取得活動や各事業所における環境マネジメントシステムの再整備

などを通じて、教育を行う。 

2.社員に対する「エコアイディア募集」の実施。 

出所：資生堂2015年の環境報告書より編集。 

②環境配慮型化粧品への取り組み 

図表 3－5では、資生堂の化粧品の包装やパッケージ及び原材料における環境配慮の取り組

み及び環境負荷削減実績をまとめたものである。資生堂は、2010年度に商品設計における環境

基準である「モノづくりエコスタンダード」を制定した。単に「環境に配慮している」という

だけでなく、化粧品としての価値を損なわずに、「美とエコが共生する」モノづくりを実現し、

商品を通じて、新しいライフスタイルの提案へつなげることを目指している。 

図表3-5 資生堂の環境配慮型化粧品への取り組み 

区別 環境配慮の技術要素 関連図 環境配慮の実績 

素材 

スーパーマイルド容

器→サトウキビ由来

ポリエチレンの採用

（2011年 9月） 
 

石油由来プラスチック製に比べて CO2排出量

の削減、廃棄プラスチックを約 85％（本体重

量比）削減。 

原材料 

フルメーク・ウォッシ

ャブル・ベースの発売

（2013年 2月） 
 

1 回の化粧行為あたり、約 1.6Lの水消費量を

削減できた。 

包装 

パッケージや包装を

変更し家庭での廃棄

量削減に配慮（2010

年 9月）  

これまでプラスチック製だった商品の外箱

を、紙製に切り替えて発売した。発売後 1年

間で、プラスチック使用量を合計約 90 トン

削減できた。 

環境に配慮した素材

やパッケージ、包装の

採用（2014年 4 月）  

ローションとエッセンス（各1回分）の容器

に立体パウチパックの採用。旧製品に比べ、

容器重量が10分の1に減少し、廃棄物の減容

化になる。 

出所：資生堂2015年の環境報告書より再整理。 
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③環境経営による環境効果と経済効果 

図表3‐6で示されたように、資生堂の売上高は年々順調に伸びている。また、温室効果ガス

排出量と売上高の割合は2010年から減少する傾向がある。資生堂の2013年度環境報告書よると、

2011年の国内のCO2排出量は2009年に比べて15％削減されており、資生堂の環境経営政策がある

程度成果があったことを反映している。 

図表3－6 資生堂の2006年～2014年温室効果ガス排出量および売上高 

年 CO2排出量7（ｔ） 
売上 

（億円） 

原単位 

（ｔ/億円） 

2006年 37,000 6,710 5.51 

2007年 34,000 6,946 4.89 

2008年 32,000 7,235 4.42 

2009年 29,000 6,903 4.20 

2010年 55,173 6,707 8.23 

2011年 48,493 6,824 7.11 

2012年 47,881 6,777 7.07 

2013年 47,087 7,620 6.18 

2014年 53,779 7,777 6.92 

出所：資生堂2007年～2015年の環境報告書より整理。 

その背景には資生堂は3年ごとに市場の動向及び環境規制の変化に対応して適切な環境活動

方針と目標の制定を実施したことがあげられる。特に1997年度以降、資生堂は「ライフサイク

ル全体での商品の環境対応」を推進することと、グローバル企業としての社会的責任を果たす

ために、「全世界でのCO2排出量の削減」へ努力するという「資生堂グローバル・エコスタンダ

ード」を策定した。その後、環境問題を取り巻く状況が大きく変化したことから、環境に配慮

した商品や販促物の設計基準をライフサイクル視点で見直し、2010年度に「モノづくりエコス

タンダード」と「販促物エコスタンダード」を策定した。 

環境実績では、2011年度より有限な石油資源の節約と、化粧品容器の廃棄・焼却時における

CO2排出量の抑制を目的として、サトウキビ由来ポリエチレン容器の採用を開始した。そのた

めライフサイクル全体におけるCO2排出量は、石油由来と比較すると7割強少なくなった。2012

年からは、商品の包装の簡潔化、CO2排出量の削減や廃棄プラスチックを著しく削減すること

に成功した。2013年2月に資生堂が発売した「フルメーク・ウォッシャブル・ベース」は、重

ねたメークがお湯だけで簡単に落とせる世界初8の化粧下地である。1回の化粧行為にあたり、

約1.6Lの水消費量が削減できた。それに価格が安く、肌への負担を低減していることから幅広

い年齢からの女性の人気を集めた。これは環境配慮型化粧品が企業の環境効果を実現するだけ

ではなく、消費者によって圧倒的な支持が得られた結果、経済利益ももたらしたと考えられる。 

 

                                                   
7 資生堂の国内生産事業所 
8 株式会社 Mintel Japan データベース内 資生堂調べ 
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図表3－7 資生堂の2006年～2014年環境コスト・経済効果（単位：百万円） 

環境 

コスト 
2006 年 2007年 2008年 2009 年 2010年 2011年 2012 年 2013年 2014年 

設備投資 57,812 112,098 56,606 39,327 58,600 23,900 36,000 36,600 36,600 

経費 173,406 141,863 161,799 149,782 138,900 133,100 124,700 118,500 89,300 

計（A） 231,218 253,961 218,405 189,109 197,500 157,000 160,700 155,100 125,900 

経済効果（B） 9,582 13,500 18,471 18,804 20,200 13,600 14,100 14,000 23,600 

B/A（％） 4.14 5.32 8.46 9.94 10.23 8.66 8.78 9.03 18.75 

出所：資生堂2007年～2015年環境報告書より整理。 

図表 3－7 では 2006 年から 2014 年にかけて資生堂の環境コスト・経済効果が時系列的に示

されている。ここでは、2006 年～2010 年の 5 年間は環境コストに対する経済効果が着実に増

加した。これは、資生堂が環境規制の要請により適切な環境経営戦略を行ったことに起因して

いる。その中で省エネルギー関連の収益をもたらす効果が一番大きかった。2010年 5月より埼

玉県では初めて、電力消費ゼロの「太陽光照明」を倉庫棟に導入した。太陽光照明は、太陽エ

ネルギー利用分だけ CO2排出量はゼロとなることを実現し、環境負荷の低減に貢献している。

また同時期に工場敷地内のすべての外灯を、水銀灯から LED に変更した。LED の電力消費量は

水銀灯の半分以下である。これら 2つの取り組みにより、CO2排出量を年間約 45トン削減した

（資生堂 2015年の環境報告書）。 

図表 3－7 からわかるように、近年資生堂は環境保全への投入が減少する傾向があるが、環

境コストに対する経済効果の割合（環境投資による経済効果／環境コスト）は、2006年に 4.14％

であったが、2014 になると 18.75％にまで増加している。同社の環境経営の経済効果は環境コ

ストを完全に相殺するほどではないが、環境コストに対する経済効果の割合は次第に大きくな

っていることをわかる。 

3.2.2（株）花王の環境経営展開 

（1）会社の概要 

図表3－8 花王の会社概要 

項目 企業情報 

所在地 東京都中央区日本橋茅場町一丁目 14番 10 号 

創業・設立年月 1887年 6 月、1940 年 5月 

資本金 854億円 

事業内容 
大手化学メーカーで、洗剤、トイレタリーで国内では 1 位、化粧品は 2

位。世界では化粧品・トイレタリー企業のシェアランキング７位。  

売上高 単結：1兆 4,718 億円 (2015 年度) 

従業員数 33,026 名 

生産拠点 国内 10所 

出所：花王のホームページより整理。 

 花王は、1887年にアメリカ製の化粧石鹸を販売する洋小間商「長瀬商店」が前身である。2006

年にカネボウ化粧品を買収して子会社化した。『お客の立場に立って、心を込めた“よきモノ

づくり”を行い、喜びと満足のある、豊かな生活文化の実現に貢献する』ことを基本理念とし

ている。この基本理念に基づき、製品の開発・生産・流通・消費・廃棄までの全階段において、

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%96%E5%AD%A6
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環境保全と人の安全に配慮し、持続的発展可能な社会の実現と世界の人々の暮らしに貢献する

ことを経営目標としている。生産拠点は日本国内に 10か所がある。 

 

（2）環境経営の取り組み 

①環境保全コンセプトと推進体制 

1995年に、花王は基本理念に沿って環境・安全の基本理念を「製品の開発・生産流通・消費・

廃業までの全段階において、環境の保全と人の安全に配慮し、持続的発展可能な社会の実現と

世界の人々の暮らしに貢献する」と規定している。2009年に花王は新しい環境経営戦略を生み

出し、「CO２」、「水」、「化学物質」、「生物多様性」と「その他環境負荷」に関するより厳しし目

標を掲げ、環境保全活動を推進している。図表 3－9 では、花王の具体的な環境経営の展開が

まとめられている。 

図表3－9 具体的な環境保全活動 

部門 環境への取り組む 

温暖効果ガス排出

抑制 

1.研究開発室から販売に至るすべての階段及びオフィスや研修所、寮など

の施設で温室効果ガス削減に取り込む。 

2.製品のライフサイクルにおける CO2の排出量を階段別に比較した結果、

生産時や輸送時よりも“製品使用時”のほうが多いことに着目し、“製

品使用時”の CO2排出量の少ない製品開発に取り組む。 

化学物質管理 
1.独自の化学物質総合管理システムを活用。 

2.PRTR法対象及び発揮性有機化合物（VOC）の管理。 

廃棄物削減 

1.生産工程で発生する副産物や廃棄物を可能な限り資源として有効利用

し、最終処分量を削減。 

2.2008年度に、ゼロ・エミッションを「年間の最終処分量を廃棄物などの

発生量の 0.2％以下にすること」を再定義した。 

容器包装材料の3R 容器包装の 3R（リデュース・リユース・リサイクル）を継続して推進。 

製品への環境配慮 

1.商品のコンパクト化や包装材料の軽量化による使用量の削減。 

2.詰め替え用、付け替え用商品の発売による本品容器・機能部品の再使用。 

3.容器廃棄の際の体積の削減・ゴミとしての出しやすさが向上。 

4.再生材料の積極的利用。 

環境教育・啓蒙 さまざまなパンフレットを作成、社員の環境教育にも利用。 

出所：花王2009の環境報告書より作成。 

②環境配慮型化粧品への取り組み 

2009年に花王は環境負荷削減に向け、環境を経営の根幹に据えたビジョンを実現していくた

めに、「花王・環境宣言」を打ち出した。特に製品の環境価値を高めていくために、花王は製

品開発の指針に「製品の機能を向上させながら安全性と高品質を確保するとともに、環境負荷

を低減していく」ことを掲げている。図表 3－10では、製品の原材料の採取階段から設計・製

造、輸送、使用、廃棄まで、製品の全ライフサイクルを通じた環境への負荷を最小限に努める

ための具体的な取り組みがまとめられている。 
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図表3－10 花王：環境配慮型化粧品の取り組み 

区別 環境配慮の技術要素 関連図 環境配慮の実績 

素材 

環境に配慮した素材

やパッケージ、包装の

採用 
 

従来のプラスチック製の外箱に比べ、一個あた

りの廃棄プラスチック量が約6割減少し、CO2排

出量が約5割削減される。 

プラスチック製から

紙製の外箱に 
 

紙製の外箱に変更したため、廃棄時に排出され

るCO2排出量が大分削減になった。 

原材料 微生物界面活性剤

「MEL-B9」を採用 
 

低エネルギーで製造できるため、地球環境にや

さしいサステナブルな化粧品素材として注目

を集めている。 

包装 

レフィル化促進 

 

メイクアップブランドでの中身を入れ替えて

容器を再利用することで廃棄物量を削減でき

ることを実現する。 

シュリンク包装の採

用 

 

薄いフィルムを用いたシュリンク包装を採用

することで、プラスチック製の外箱を採用する

場合と比較して廃棄物量の大幅な削減が図れ

る 

出所：カネボウホームページより整理。 

③環境経営による環境効果と経済効果 

図表3－11 花王2004年～2014年温室効果ガス排出量/売上高 

年 
CO２排出量10

（ｔ） 
売上（億円） 原単位（ｔ/億円） 

2004 482000 9,368 51.45 

2005 485000 9,712 49.93 

2006 467000 12,318 37.91 

2007 478000 13,185 36.25 

2008 469000 12,763 36.74 

2009 404000 11,843 34.11 

2010 384000 11,868 32.35 

2011 388000 12,161 31.90 

2012 406000 12,204 33.26 

2013 394000 13,152 29.95 

2014 415000 14,017 29.60 

出所：花王2005年～2015年の環境報告書より作成。 

図表 3－11は、花王の 2004年から 2014年まで生産活動において温室効果ガスの排出量が売

上高に占めた割合である。図表で示したように花王の売上高は 2008 年リーマンショック以来

2014年まで着実に増加しているが、生産活動より発生した CO２排出量は緩やかに減少する傾向

にある。2004 年～2014 年の 10 年間で原単位基準の CO２排出量は半分近く減少した。これは、

                                                   
9 BML－B:果実などに見られる酵母菌が作り出した微生物界面活性剤の一種 
10 花王の全生産事業場が対象 
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企業が積極的に環境経営を実施することに起因していると考える。花王は、2009年には温室効

果ガスを画期的に削減するために、「消費者の生活と地球環境の調和」という新たな経営理念

を打ち出した。当時の最高経営責任者は、「エコロジーを経営の根幹に据え、清潔・美・健康

の分野で、世界の人々の豊かな生活文化の実現に貢献する企業を目指す」ことを示した。 

また、企業活動は環境問題への対応抜きにしては成り立たなくなったことを認識し、花王は

2009年に環境対策戦略を織り込んだ「環境宣言」を発表した。これは、次の 3つに集約されて

いる。第 1に、節水・省エネ型製品・詰め替え・濃縮化など省資源型制品提供による「顧客と

の eco」、第 2に、回収 PELボトル樹脂使用、製品配送効率化、植物系原料への転換加速などに

よる「ビジネスパートナーとの eco」、第 3 に環境保全活動支援など[社会と共同の eco」であ

る。この戦略推進のため、和歌山事業場内に約 160億円を投入して、環境拠点エコテクノロジ

ーリサーチセンターを新設した（国際商業 AUGUST：2009）。 

図表3-12 花王2004年～2014年の環境コスト・経済効果（単位：百万円） 

環境 

コスト 
04年 05年 06年 07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年 14年 

設備投資 1,987 2,322 2,345 1,608 1,328 4,095 11,954 5,326 3,627 3,708 3,090 

経費 9,519 9,530 9,217 10,669 9,125 8,944 10,362 11,813 12,458 11,294 12,500 

計（A） 11,506 11,852 11,562 12,277 10,453 13,039 22,316 17,139 16,085 15,002 15,590 
経済効果

（B） 1940 1560 2986 3062 3039 2077 2194 2264 1682 1687 1879 

B/A（％） 19.65 14.13 27.45 27.32 34.10 16.81 10.92 14.25 12.36 12.95 13.99 

出所：花王2005年～2015年の環境報告書より整理。 

図表3－12は、花王が2004年から2014年の環境コスト・経済効果の推移を時系列でまとめた

表である。図表でわかるように、2009年に「環境宣言」が打ち出されてから、2010年の環境保

全への投資は著しく増加した。具体的には省エネ機器の導入や製造プロセスの合理化を推進す

ることで、海外生産事業場における水使用量や廃棄物発生量の削減に取組み、2010年には中国

のすべての工場で蛍光灯をLEDに交替した（花王2011年の環境報告書）。こうした取り組みは、

花王においても一定の経済効果を生んでいた。2009年から経済効果が緩やかに減少する傾向が

あるが、それはその間の環境保全への投入が著しく増加し、ある程度投資が一段落した原因に

もあると考えわれる。 

3.2.3 資生堂と花王の環境経営の比較 

本節では資生堂と花王の環境経営の現状及び環境取り組みによる経済効果、環境経営理念や

その戦略について、共通点と相違点について比較考察を行った。 

図表3－13で示されているように、資生堂と花王が環境経営理念に関する事業活動の環境配

慮、消費者と連携した製品のライフサイクル全体の環境保全努力、温室効果ガスや廃棄物を削

減するという環境経営戦略の側面では共通している。また、化粧品は化学原料を元に作られた

製品であり、生産活動における廃水により水資源の汚染及び生物多様性への悪い影響が懸念さ

れている。資生堂と花王は、共に地球温暖化の防止のほか廃水のクリーニングや生物多様性の

保全の２つ方面への環境対応も取り組んでおり、持続可能な発展を目指した環境対策を積極的

に進めている。 
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図表3－13 資生堂と花王の環境経営の共通点 

比較項目 内容 

環境経営理念 
企業が事業活動の環境配慮を注目することではなく、消費者と連携して、

環境の保全へ貢献することを反映する。 

環境経営戦略 環境配慮型製品の開発と販売が企業に対する非常に重要な課題である。 

環境配慮型製

品への取組 

ライフサイクル全体で環境保全だけではなく、環境型製品提供によって

消費者とともに二酸化炭素や廃棄物を削減することに努める。 

CO2削減 商品の環境対応及び事業所での CO2排出量の削減に取り組む。 

水資源削減 製品に有用な水資源の循環や節約に努める。 

生物多様性へ

の対応 

生物多様性保全の重要性が認識して、事業活動と社会活動の保全とを推

進する。 

今後の環境保

全目標 

省エネルギー、CO2削減及び水資源の持続可能な利用が今後、企業が環境

保全における積極的に取り組む課題である。 

出所：資生堂と花王例年の環境報告書を比較整理。 

図表3－14 資生堂と花王の環境経営の相違点 

比較項目 資生堂 花王 

環境経営理念 

消費者の「美しくいきたい」

という願いに応えると同時

に、生産活動全体で環境保全

への取り組みを展開する。 

消費者とビジネスパートナーを目指す。 

省資源型製品提供による顧客とともに、

環境保全への取り組みを展開する。 

今後の環境経

営戦略 

「美とエコ共生する」モノづ

くりを実現し、商品を通じて、

新しいライフクスタイルの提

案へつなげることを目指して

いる。 

節水・省エネ型製品・詰め替え・濃縮化

など省資源型制品提供による「顧客との

eco」、回収 PELボトル樹脂使用、製品配

送効率化、植物系原料への転換を目指し

ている。 

CO2排出量削減

の目標 

全世界で展開している事業所

の CO2 排出量の削減に取り組

み、2020 年までに CO2排出量

を 20％削減 

CO2 排出量は製品ライフサイクル全体

2020年まで 35％削減。 

今後の目標 

「生物多様性」の保全も取り

組み、持続可能な社会の実現

を目指す。 

製品の使用段階及び使用後の排水が環

境に与える影響にも積極的に管理に努

め。 

出所：資生堂と花王例年の環境報告書を比較整理。 

また、相違点では花王が設定したCO２削減目標が資生堂より厳しいことである。また、両社

の今後の環境経営戦略側面では、資生堂は「生物多様性」、「持続可能社会」などある程度高次

元の目標を打ち出しているが、花王は「製品の生産及び使用後の段階でも環境への影響が縮小」

という、より生活に密着された現実的な目標を打ち出している。これは同じ化粧品業でも資生

堂は日常のライフスタイルとは連接的には関連の少ない「美」を追求する化粧品のシェアが圧

倒的であるが、花王は洗剤など日常の生活と直結する製品のシェアが大きいことに起因してい

ると考えられる。 
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3.3 日本の消費者の環境配慮型化粧品に関する購買行動 

本研究では、2016 年 10月 27日～11月 17日間、名古屋市で働く女性消費者を対象にアンケ

ート調査を行い、合計 80 枚の調査票を回収した。調査対象者の年齢構成は 10 代が 3 人、20

代が 33人、30代が 17人、40 代が 12人、50 代が 3人、60代が 1人、70代が 2人であった。

調査項目は（1）環境汚染問題の現状、（2）環境配慮型化粧品の認識状況、（3）環境配慮型化

粧品の購買意欲、（4）化粧品メーカーへの期待といった 4つのテーマに分けて設問した。 

3.3.1現在の環境問題に対する意識 

 図表 3－15 は「あなたが身近に感じた主な環境問題は何ですか。（複数回答可）」という設問

の分析結果である。「地球温暖化（37％）」を選んだ回答者は最も多かった。また、「身近に

感じた環境問題の状況をどう思いますか。」という設問に対して、図表 3－16 を示したように

72%の消費者は「ある程度深刻」と答えた。すなわち、数多く回答者は現在の環境状況に不安

を持っていることがわかる。現在、企業は環境規制や政府の要請より、CO２排出量を削減しな

ければならないが、消費者には強制していない。ただし、アンケートによると消費者の環境保

全意識は高くなりつつあることが分かる。企業にとって如何に消費者の環境への関心を実際の

購買行動へ変えるのかが今後の課題だと考えられる。 

図表3-15 回答者が身近に感じた主な環境問題 

 

図表3-16 回答者が感じた環境問題の状況 

 

3.3.2環境配慮型製品の認識状況 

（1）「あなたは環境配慮型化粧品の概念を理解していますか。」について、図表 3－17 を示

したように半数近い回答者は環境配慮型化粧品をあまり知らないと回答した。「知る」と答え

た人数はわずか 13 人があった。つまり、環境配慮型化粧品の概念は消費者のところにまだ差

ほど大きく浸透していないことがわかる。 
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図表3－17 環境配慮型化粧品の概念の理解程度 

 

（2）「あなたの環境配慮型化粧品への関心レベルはどのぐらいだと思いますか。」という設

問について図表 3－18を見ると、61％の回答者は「なんとなく」と答えた。つなわち、回答者

が環境配慮型化粧品の関心程度が曖昧であることがわかる。その理由を尋ねると、環境配慮型

化粧品の定義が明確でないと答えた消費者は最も多かった。化粧品メーカーの「環境配慮」が

美容効果や価格の二の次となり、消費者に見落とされる可能性もある。今後、企業は化粧品の

基本性能を確保すると同時に、環境に配慮していることをより具体的にアピールしなければな

らないと考えられる。 

図表3－18 環境配慮型化粧品への関心レベル 

 

3.3.3環境配慮型製品の購買意欲 

（1）「今後あなたは環境配慮型化粧品を買う意欲はどれぐらいですか。」という設問に対し

て、図表 3－19を示したように、約 50％近い回答者は「ある程度」と答えた。この結果により、

日本の女性消費者の環境配慮型化粧品に対する購買意欲はある程度があるが、顕著ではないこ

とをわかる。すなわち、回答者は環境保全の意識はあるが、個人消費を通じて、環境保全への

貢献する意欲がまだ弱いといえる。今後消費者が環境配慮型化粧品を早く受け入れるかどうは

まだ不明なことである。 

図表3－19 環境配慮型化粧品の購買意欲 

 

さらに、「もし値段と美容効果が同じ場合であるならばあなたは環境配慮型化粧品を買いた

いですか。」という設問に対して、図表 3－20 を見ると、50％の回答者は今後環境配慮型化粧

品を買いたいと答えた。この結果は図表 3－19と比べると、もし、品質と価格が確保できる場

合では、消費者が環境配慮型化粧品に対する購買意欲がさらに向上するような傾向があること

がわかる。また、消費者へのインタビューよれば、化粧品を購入する際、やはり品質や効果及

び価格が一番重視する要素である。ただし同じ価格ならば、環境性能が消費者に積極的に認知
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されば、大部分の消費者が環境配慮型化粧品を購入したいという意思を示している。 

図表3－20 値段と美容効果が一般化粧品と同じの場合で環境配慮型化粧品の購買意欲 

 

（2）「環境配慮型化粧品化粧品を購入する時、一番信頼するブランドはどちらですか。」に

ついて図表 3－21 を示したように、90％以上の回答者は日本の化粧品を選んでおり、これは日

本の環境配慮型化粧品の普及において優位な立場にあることがわかる。 

図表3－21 一番信頼する環境配慮型化粧品のブランド 

 

（3）「環境配慮型化粧品を選ばない理由は何だと思いますか（複数回答可）。」という設問に

対して、図表 3－22 を見ると、回答者が一番多く選んだのは「判断できない・比較ができない」

であった（30％）。この結果により、回答者は製品が環境に配慮しているかどうか、もしくは

環境配慮型製品かどうかは判断できない、そして比較できないという理由が環境配慮型化粧品

を選ばない主な理由であると考えられる。そこで、今後、環境配慮型化粧品の販売を促進する

ために、企業は消費者と積極的に環境コミュニケーションを行うことや消費者に製品の環境情

報を正確的に伝達する必要があるといえる。 

図表3－22 環境配慮型化粧品を選ばない理由 

 

3.3.4化粧品メーカーへの期待 

（1）「日本国内の化粧品メーカーに環境配慮にどんな期待がありますか。（複数回答可）」に

ついて図表 3－23 を示したように、最も多く回答されたのは「化学原料使用の減少」であり、

次は「容器のリサイクル率を高める」であった。また、「省エネ・排出削減」を選んだ回答者

も多かった。この結果から消費者側は環境配慮型化粧品の期待について 2つの考えがあること

がわかる。1 つ目は原材料の安全性、つまり化学材料の使用を減少することである。実際、過

去には石油を原料とした化粧品により、顔全体が黒ずむ「リール黒皮病」という症状が問題と
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なり、いくつかのメーカーが訴えられたという例もある。そういった事を防ぐためには、化粧

品企業が環境への配慮を努力すると同時に製品原材料の天然性と安全性を保証しなければな

らないと考えられる。 

図表3－23 日本国内化粧品メーカーに環境保全での期待 

 

（2）「あなたは環境配慮型化粧品の市場を拡大するためにどんな要素が必要だと思います

か。（複数回答可）」という設問について図表 3－24を示したように、最も多く答えた 3点は

「消費者環境保全意識の向上」、「環境保全の宣伝の拡大」と「新しい技術の開発」であるこ

とがわかる。実際、企業を対象としたアンケート調査の中で、企業も環境配慮型製品を普及さ

せるための非常に重要な要素は消費者の環境保全意識であると認めている。つまり、環境配慮

型製品の成長は消費者の支えなしには成り立たない。これから、企業は製品の使用性能と環境

性能を向上するだけではなく、さらに、消費者の環境問題への関心を利用するグリーン・マー

ケティングを進める必要があるといえる。 

図表3－24 環境配慮型化粧品の普及要素 

 

本研究のアンケートにより、日本の女性消費者が深刻であると考える環境問題は地球温暖化

問題であるが、環境配慮型製品の購入行動を通して、温室効果ガスを削減しようとする認識が

まだ弱いことが分かった。約 16％の消費者のみが明確に「環境配慮型化粧品を知っている」と

答えた。つまり、消費者の環境保全意識はある程度向上しているが、日用品までに浸透してい

ない現状である。また、消費者が化粧品を購入する主要要素は、まだ美容効果と価格である。

ただし、現時点ではまだ、製品の環境配慮性能をあまり考慮していないが、環境情報を求める

意欲は高い傾向にある。したがって、消費者に化粧品の環境配慮情報を広く知らせるために、

企業は環境報告書やマスコミなどを最大限活用し消費者に製品の環境情報を積極的に提供及

びアピールする必要がある。  
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第 4 章 中国企業の環境経営と化粧品業界の環境取組み 

中国政府の改革開放政策以来、中国企業は経済成長を重視した企業経営を行い、資源の大量

消費、大量の廃ガスや汚水の排出により、環境汚染は深刻な状況になり、生態環境はますます

劣悪になった。本章では中国の化粧品業界を取り上げ、企業の環境経営の現状及び問題点につ

いて考察を行う。また、消費者の環境配慮型化粧品の認識に関するアンケート調査を行い、中

国化粧品企業の望ましい環境経営の方向性を見出したい。 

4.1 中国の環境規制と企業の環境経営 

4.1.1 中国の環境政策と規制 

中国の環境行政は、1973年 8月に北京で開催された「第 1回全国環境保護会議」が原点であ

るといえる。この会議以降、中国の環境行政の整備は、次の 3つの階段に分けられる（勝原・

井村：1995）。 

第１階段は 1973 年から 1982年までである。この時期には中国は、環境管理に関する経験が

乏しく、環境管理制度や管理体制を模索した階段である。「第 1 回全国環境保護会議」では、

環境保護に対する基本方針及び汚染防止の方針が提出された。さらに、1974年には、国務院が

「環境保護指導小組」を設置し、1978年には第 5期全国人民代表大会第 1回会議において『中

華人民共和国憲法』を改正し、環境保護の規定（第 11 条：国家が環境を保護し、自然環境を

保護し、汚染及びその他の公害を防止する）を盛り込んだ。次いで、1979年 9月に開催された

第 5期全国人民代表大会第 11回常務委員会では『環境保護法（施行）』が制定され、本格的な

環境行政が展開されることになった。これによって、中国の環境管理の思想的な原則となって

いる汚染処理（誰汚染誰治理）の原則が確立した。 

第 2 階段は、1983 年から 1988 年までの 6 年間であり、この期間中は環境行政の基礎づくり

の階段であった。この時期は、急速な経済発展とともに環境汚染が表面化してきた時期である。

環境汚染問題を解決するためには、公害防止、設備投資のための大量の資金と高度な技術が必

要となったが、それが不十分であったため、環境管理制度を整備することで、問題に対処しよ

うとした。また、経済建設と都市建設、環境建設の「同歩発展」により経済的利益、社会的利

益そして環境による利益を享受するという戦略方針が打ち出された。 

1983年に開かれた「第 2回全国環境保護会議」では、環境保護は国の基本政策であることを

明確にし、環境保護の方針、環境管理の強化、中国環境保護目標方針が打ち出された。 

そして、第 3 段階では、1989 年の「第 3 回全国環境保護会議」以降である。この会議では、

8 項目の環境管理制度が確立された。同年には環境保護の基本法ともいうべき『環境保護法』

が制定された。この時期では、都市における環境保護に関する組織と法制度が一通り整備され

たとみてよいが、農村での環境保護についての取り組みや廃棄物に関する法制度の整備は不十

分であった（勝原・井村：1995）。 

同時に、改革開放政策以降、人口増加と経済の速い発展に伴い、中国の環境問題は深刻の度

を増していた。今日の中国において、水資源の不足と汚染、土地資源の砂漠化と水土流失、大

気汚染、未来のさらなる人口規模の拡大（2030年に人口が 16.3～17.0億になると予測される）、

1 人当たりの資源量のさらなる減少、持続的な経済の高成長など、資源・人口・環境と発展の
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問題が存在している（榧根：2008）。 

 

4.1.2 中国企業の環境経営 

中国政府が環境問題を重視するようになったのは改革解放政策以降である。1982年の「中国

人民憲法」は第 26 条で、「国家が生態環境を保護し、生活環境を改善すると同時に、汚染と公

害を防止する」と規定しており、これをきっかけに企業に環境保全活動を行うことを要請した。

しかし、その当時は改革開放の初期にあることから、中国企業は環境保全より企業利益を追求

した（菜・陸・鷲尾：2004）。 

中国の企業が環境経営を始めるようになったのは 1993 年からである。同年、約 300 企業で

1000種類ほどの品目の製品が中国環境標識マークを取得した。統計によると、環境標識マーク

を取得した製品生産は、年間 500億元（に達している。環境標識マークの製品は、社会の同意

を得て歓迎されており、環境保護製品、安全製品を選択する根拠になっている。1997年の環境

制御 0232 号公文書「清潔に生産することを広めるいくつかの意見について」のなかで、第 1

条に「きれいなエネルギー、原料及び材料を採用し、きれいな生産過程を通じて、きれいな製

品を製造する」ことが盛り込まれた。また、第 4 条では、「効果を上げ、消耗率の低下、省エ

ネルギー、汚染の減少という生産目標に基づいて、清潔な生産管理を強化する」ことを規定し、

中国政府がはじめて法律公文書のなかで、「きれいに生産すること」という文言を入れた（菜・

陸・鷲尾：2004）。 

中国は、1996年から始まったISO14001環境マネジメントシステムの認証を積極的に行った。

その後、中国企業のISO14001の認証取得件数は確実に増加した。1996年にはISO14001の認証を

取得した企業は、わずか50社ほどであった。2003年まで中国のISO14001の認証取得企業数は

5,064件に達し、日本の1万3,000件に次いで世界第2位の取得数となっていた。さらなる認証取

得を推奨するため、中国政府も認証取得に対する税制優遇措置を設けている（菜・陸・鷲尾：

2004）。2015年末には114,303件となり、世界第1位の取得数となった（「ISOサーベイ2015」公

表website、アクセス日2016年12月6日）。しかし、これらの認証取得件数も中国の膨大な工業

企業数からみればまだ少なく、その中には大手企業、外資企業、及び合弁企業が大部分を占め

ている（菜・陸・鷲尾：2004）。 

中国は WTOに加盟して以来、EUの WEEE指令や RoHS指令のような先進国の環境貿易規制から

の挑戦を直面しなければならないである。そこで、企業がどのように環境経営を実施し、競争

力を高め、いかに激しい国際競争の中で優位を占めるかは、企業が現時点において早急に解決

すべき課題になっている。 

 しかし、中国の生産基盤は先進国に比べて脆弱であり、環境保全意識もまだ弱く、環境関連

法制度も十分に整備されていない。 

4.2 中国の化粧品業界の概要と環境経営 

図表 4-1 は、矢野経済研究所が 2012 年に発表した中国化粧品市場規模推移である。中国の

化粧品市場は、経済成長による中間所得者層の拡大や女性の美容意識の高まりとともに、2008

年以降、年 10％程度の伸び率で急成長している。2012 年の市場規模はブランド出荷金額ベー

スで、前年比 9.6％増の 1,230 億元（約 2 兆 300 億円）となり、日本の市場に匹敵する規模に
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なった（健康メディア website、アクセス日 2016年 10月 6日）。  

図表4－1 中国化粧品市場規模推移（単位：百万円） 

 

出所：健康メディアwebsiteより作成。 

中国国内の化粧品企業数は 1987年の数十社から 2008年 8月末には 4316社（日経ネット

website 2016年 10月 6日）まで増加し、販売額が 1979年の 2.18億円から 2007年には 1200

億円まで、550倍に増加している。また、中国の経済発展に地域間格差が大きく、化粧品企業

の立地は経済が発展している沿海地域に集中的に分布している。すなわち 4割近くが珠江デル

タ地域にある広東省、24％は揚子江デルタ地域にある浙江省、江蘇省、上海市、6.9％は東北

部の遼寧省と北京市に集中している。広東省の化粧品日用品の生産高、売上高及び利益額は

2006年にそれぞれ全国の 41.6％、41.2％、68.2％を占めており、広東省は中国最大の化粧品

生産拠点である（謝：2008）。 

資本所有形態では、民営企業は 6割、外資系企業は 3割、残りの 1割は国有企業である。中

国企業の絶対多数は中小規模の民営企業であり、年間売上高が 100億元以上の大企業は 6社に

過ぎない。ブランド数から見ると中国市場における化粧品ブランドの数はおよそ 2 万を数え、

その 6 割は国内企業のブランドである、このうち年間売上高 5000 万元以下の中小企業が市場

全体の 9割以上を占めているが。その売上高は全体の 2割となっている。これに対して、単独

投資や合併形態の外資系ブランドが売上高シェアの 80％に達しており、これは中国の国内企業

の多くは低価格市場に甘んじており、高級、中級品市場は外資系企業に占められていることを

意味する。市場の開放に伴い中高級市場への外資企業の進出拡大により、中国の零細メーカー

の淘汰・合併が今後さらに続くと予測される（許・侯：2010）。 

上記の分析からみると、中国化粧品産業は市場集中度が低く、中小企業が数多く占めており、

外資系企業の進出が加速化している特徴がある。高級、中級品市場においては外資系ブランド

の売上高シェアが高く確保され、中国の国内企業ほとんどが低価格市場に頼っている。故に新

商品の開発や新たな技術開発に投入する資金が不足しており、科学的な成分の研究と新製品の

開発はまだ初期階段に留まっている。さらに零細企業は資金と技術不足により皮膚に損害を与

える製品を販売する場合もありさらに、国際の衛生検疫基準に達してない場合もある。一方で

国外の化粧品企業は、科学研究施設や設備が充実した実験室を持っており、新商品の開発に巨

大な投資を行っている。その結果、化粧品業界での競争において外資企業の競争優位が著しい
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状況となっている。 

現在、中国では１年の売上高が１億元を突破した国内ブランドはまだない。ところが、欧米

の大手化粧品会社の場合 1 年ごとの売上高はすべて 1 億ドルに達している（施：2009）。その

原因は国内の化粧品企業はマーケティング意識が乏しく、販売ルートの開発と企業の管理メカ

ニズムが国際の大手化粧品企業より非常に未熟である。 

ただし、2008年以降、中国の産業界も環境保全を重視する傾向が現されている。一部企業は

原材料の入荷から製造、最終製品の出荷にいたるすべての過程において、製品が安全に作られ、

環境への汚染を減少させることに努めている。とりわけ化粧品企業は積極的に新しい技術を取

り入れ、生分解性やリサイクルできる包装を採用し、ナチュナル・有機農トレンドの原材料の

使用、そして動物実験を廃止することになった。そして生産中で排出された排気や汚水を適正

処理するなど、企業が安全・健康な環境管理体系を構築することで生産活動の環境保全を支え

ている（薛：2009） 

例えば、2010年梅林凯（中国名）という外資化粧品企業は「グリーン環境保全」の経営戦略

を打ち出した。その会社が 2010 年の初めごろ中国化粧品業界の先駆者として、生産中で製品

の品質や安全性を考えるだけではなく、製品の開発、包装、配達各階段で環境への汚染削減に

取り組んでいる。さらに環境保全理念も打ち出し、企業の環境ブランドを立てることに力を入

れている。しかし、本格的に環境経営を実施している企業は未だ少ないのが実情である。梅林

凯（中国名）のような本格的に環境経営を実施している化粧品企業は非常に少ない。 

中国の化粧品企業は早急に市場と消費者のニーズを満足する商品を開発し、環境経営への転

換を通して、新しい環境ビジネス機会を創造することが必要である。また、消費者の環境保全

意識がどのくらいであるか、環境配慮型化粧品に関する認識があるかどうか、購買する意欲が

あるかどうかを正確に把握することも必要である。 

そこで、次節では中国の女性消費者を対象に環境配慮型化粧品の認識および購買行動につい

て独自のアンケート調査分析を行い、消費者の消費心理や環境製品のニーズを把握したうえで、

中国化粧品企業の環境経営戦略および環境配慮型製品の普及の促進のために何が必要かを考

察する。 

4.3 中国の消費者の環境配慮型化粧品に関する購買行動 

本アンケート調査は 2016 年 9 月 23 日～10 月 5 日の間で中国の大連で働く女性消費者を対

象にして行い、合計 80 枚の調査票を回収した。アンケート調査を行った大連市は、日本をは

じめ多くの外国企業が進出する経済発展地域であり、北方の香港と呼ばれる港湾都市である。

さらに、この地域の女性はファッション、美しさで中国において有名である。大連市の生産活

動、市民の生活水準の位置づけは、日本の名古屋と類似するところもある。そこで、中国の調

査地は大連に決定した。年齢構成は 20代が 44人、30代が 28人、40代が 5人、50代が 3人で

ある。調査項目は（1）環境汚染問題の現状、（2）環境配慮型化粧品の認識状況、（3）環境配

慮型化粧品の購買意欲、（4）化粧品メーカーへの期待といった 4つのテーマに分けて設問した。 
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4.3.1環境汚染問題の現状 

（1）「あなたの身近に感じる主な環境問題は何ですか。（複数回答可）」という設問に対して、

図表 4－2を示したように、回答者が最も多く選んだのは「大気汚染、特に PM2.5問題（36％）」

であった。次に「水汚染（25％）」、「地球温暖化（20％）」の順となっている。このトップ 3位

の回答はまさに、現在中国国内において最も深刻な環境問題であると言える。 

図表4－2 身近に感じる主な環境問題 

 

（2）「問１での環境汚染と生態系破壊の状況をどう思いますか。」という設問に対し、図表 4

－3 により、「ある程度深刻」とした回答者が 42 人（約 53%）最も多く、また、「非常に深刻」

とした回答者が 27人（約 32.5%）もある。この結果により中国の多数の消費者は現在の環境問

題に危惧していることがわかる。 

図表4－3 環境汚染と生態系破壊の状況について 

 

4.3.2環境配慮型化粧品の認識状況 

 （1）図表 4－4 は「環境配慮型化粧品の概念を理解していますか。」という設問の結果分析

である。「知らない」と「聞いただけ」と答えた人が全回答者の 7 割以上を占めるにより、環

境配慮型化粧品は中国の女性消費者にあまり知られていないことがわかる。 

図表4－4 環境配慮型化粧品の概念の理解程度 

 

（2）「環境配慮型化粧品の関心レベルはどのぐらいと思いますか。」という設問について、

図表 4－5により、「なんとなく」と回答した人が最も多く、約全体の 40％を占めている。環境

配慮型化粧品に非常に関心を持っていると答えた回答者はわずか 17％しかいない。つまり、半
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数近い消費者は環境配慮型化粧品の理解が曖昧であることがわかる。その原因は中国の化粧品

企業が生産活動や製品の環境保全の認識が先進国より遅れており、環境管理に関する専門人材

や部局も設けておらず、さらに環境配慮型化粧品のマスコミを通じた広告があまり行われてい

ないことに起因する。したがって、中国の消費者が環境配慮型化粧品に関する情報を得る機会

もかなり少ないといえる。 

図表4－5 環境配慮型化粧品への関心レベル 

 

4.3.3環境配慮型製品の購買意欲 

 （1）「今後あなたは環境配慮型化粧品を買う意欲はどれぐらいですか。」という設問に対し

て、図表 4－6 を示したように、「非常強い」と「強い」を選んだ回答者は合計 39 人がある、

全員の約 50％を占めた。つまり、半分近い回答者が今後環境配慮型化粧品を買いたいことわか

る。近年中国の環境汚染問題がますます深刻になって、特に PM2.5問題を代表としての大気汚

染問題が国民の健康へ非常に悪い影響を与え、すでに、社会的に話題になった。そのため、中

国の消費者が環境保全の意識がある程度に高まっている。また、個人消費を通して、環境への

負荷を削減する傾向があると考える。 

図表4－6 環境配慮型化粧品の購入意欲 

 

図表4－7 値段と美容効果が一般化粧品と同じの場合で環境配慮型化粧品の購買意欲 

 

 また、「もし値段と美容効果が同じの場合であなたは環境配慮型化粧品を買いたいですか。」

という設問に対して、図表 4－7 と図表 4－6と比較すると、回答者の購買意欲がさらに伸びっ

ていることがわかる。この結果により、中国の女性の環境配慮型化粧品に対する関心は高いほ

うであり、信頼できる情報の入手、適正な価格などの環境が整えば、今後消費者が環境配慮型

化粧品を購入する可能性は高いと考えられる。 
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（2）「環境配慮型化粧品を購入する時、一番信頼するブランドはどちらですか。」という設

問では図表 4－8 を見ると、一番多く選んだのが日本ブランドであり約 38％、ここから中国の

回答者が日本の化粧品ブランドを一番信頼することがわかる。続いて韓国ブランドが 29％であ

った。回答者へのインタビューによると日本の化粧品が皮膚への刺激が少なく、安全、健康的

でそれに価格がそれほど高くないが、美容効果が良いという点が挙げられた。一方では、中国

の化粧品ブランドは国際競争力不足、市場シェアが少ないことも反映していると思われる。今

後、中国化粧品企業は激しいグローバル競争の中で国内消費者に信頼されためには、環境配慮

型化粧品の開発・販売を新しいセールスポイントとして取り組む必要性があると考える。 

図表4－8 一番信頼する環境配慮型化粧品のブランド 

 

（3）「環境配慮型化粧品を選ばない理由は何だと思いますか。（複数回答可）」と設問に対し

て、図表 4－9を示したように、「環境配慮型化粧品が判断できない・比較できない」を答えた

人が最も多かった。この点は、中国だけではなく、日本の消費者のアンケート調査でも見られ

た。これは、消費者に環境配慮型化粧品を購入する意欲を抑制させるもっとも重要な原因と考

える。そこで、明確な環境配慮型製品の定義を打ち出し、各国に通用できる製品の管理制度を

制定する必要があると考えられる。 

図表4－9  環境配慮型化粧品を選ばない理由 

 

4.3.4化粧品メーカーへの期待 

 （1）「国内化粧品メーカーに環境配慮にどんな期待がありますか。（複数回答可）」について

図表 4－10を示したように、最も多く選ばれたのは「化学原料使用の減少」である。次は「新

しい技術を開発する」である。また、容器のリサイクル率を高めると選んだ回答者も多い。こ

の結果により、中国の消費者は化粧品の原材料が化学物質より自然の植物から抽出することを

望んでいる。そこで、企業は全体の生産活動の中で省エネ・廃棄物削減に努めると同時に、化

粧品の原材料への化学物質の使用の縮小、天然植物から抽出する製品作りに取り組むことが望

ましいといえる。 
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図表4－10 国内化粧品メーカーの環境保全方面への期待 

 

 （2）「あなたは中国の環境配慮型化粧品の市場を拡大するためにどんな要素が必要だと思い

ますか（複数回答可）。」について図表 4－11を示したように、上位 3 つの答えは「消費者環境

保全意識を高め」、「企業の社会的責任の実行」、と「環境保全の宣伝の拡大」であった。つま

り、中国の消費者は自分自身から環境保全意識を高めることにより、環境配慮型製品の需要が

増えると考えている。また、企業の生産活動が環境を配慮し、実際に社会的責任を実行するこ

とは、環境配慮型化粧品の普及拡大に欠かせない要素である。 

図表4－11  環境配慮型化粧品の普及要素 

 

本研究のアンケートにより、中国の女性消費者は環境配慮型製品の購入行動を通して、環境

保全努力の傾向はあるが、環境配慮型製品に関する認識はまだ弱い現状である。また、中国の

女性消費者は信頼する環境配慮型化粧品について国内のブランドより日本や韓国のブランド

を取り上げている。中国における環境配慮型化粧品を市場に広げるために、消費者個人の環境

保全意識の高まりだけではなく、企業が確実に環境経営を実行し、生産活動の省エネや廃棄物

の削減により企業の環境配慮経営に努めることも重要であると考える。 

以上、日本と中国の女性消費者にアンケートにより、両国の消費者は環境配慮型化粧品の認

識や及び購買行動についていくつかの共通点もあるが、相違点もあることが分かった。図表 4

－12をまとめるように、共通点は次の４点がある。①「消費者が環境配慮型化粧品の認識」に

対して、両国の消費者はほぼ同様で半分近く回答者が全然知らないと答えた。つまり、両国の

消費者は環境に配慮した化粧品の認識が弱いことがわかった。②「消費者が環境配慮型化粧品

の関心レベル」について、両国の消費者が一番多く選んだのは「なんとなく」である。消費者

が環境配慮型化粧品に関する認識が少ないため、環境配慮型化粧品について認識レベルの態度

も曖昧になっていると考える。③「環境配慮型化粧品を選ばない理由」に関して、両国の消費

者がとともに「環境配慮型化粧品であるかどうかを判断できない」と「消費者の環境保全意識

が弱い」が最も重要な原因であると考える。④「消費者が思った環境配慮型化粧品の普及ファ
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クター」では、日本と中国の消費者は「個人の環境保全意識の高まり」が一番重要な要素で共

通している。 

また、相違点は次の 3点にまとめられる。①「消費者が深刻と考える環境問題」では、日本

の消費者は地球温暖化問題を最も深刻な環境問題として選んだが、中国の消費者は大気汚染と

PM2.5 問題を選んでいた。次の深刻な環境問題として日本の消費者はゴミ問題を選んだが、中

国の消費者は水汚染問題を選んでいた。この結果から、日本ではエネルギー消費による温室効

果ガス排出、そして日常生活の中で発生するゴミ処理が社会的イシューになっており、中国で

はまだ工場からの産業公害問題が生活環境を脅かしている要因であることが読み取れた。②

「環境配慮型化粧品の購買意欲」では、中国の消費者は日本の消費者より環境配慮型化粧品に

対する購買意欲が強いことがわかる。これは環境問題の状況の違いは、消費者の購買行動への

影響もある程度与えていると考える。特に、近年中国では PM2.5を中心とした大気汚染問題が、

国民に最も注目された社会的な懸案事項となった。消費者は個人の購買行動を通じて、社会が

直面している環境への負荷をできる限り減らしたいという傾向がある。③「環境配慮型化粧品

の普及ファクター」の方面では、割合から見ると、日本の消費者が「個人の環境保全意識」へ

の期待がもっとも顕著である。中国の消費者は「個人の環境保全意識の高まり」だけではなく

「企業の社会的責任の履行」への期待も高かった。 

今後、生活水準と消費レベルの向上に伴い、両国の消費者の環境保全への関心もさらに高め

ていくと考える。この環境保全意識をどのように環境行動、とくに購買行動に結び付けていく

のかが環境配慮型化製品の普及の大きな課題といえる。そのため、企業がどのように製品の環

境保全性能を消費者に効果的に伝え、購買する意欲を引き出すかが重要なポイントと考える。 

図表4－12 日・中消費者の環境配慮型化粧品に関するアンケート結果の比較表 

比較項目 日本の女性消費者 中国の女性消費者 

環境汚染の認識 

①地球温暖化（37％） 

②ゴミの増大（20％） 

③大気汚染(19%) 

①大気汚染、PM2.5 問題（36％） 

②水汚染（25％） 

③地球温暖化(20%) 

環境配慮型化粧品

の認識 

①知らない（45％） 

②聞いただけ（38％） 

③知る（17％） 

①知らない（38％） 

②聞いただけ（38％） 

③知る（20％） 

環境配慮型化粧品

の関心レベル 

①なんとなく（61％） 

②あまり関ではない（28％） 

③ある程度高い（11％） 

④非常に高い（0%） 

①なんとなく（43％） 

②あまり関ではない（9％） 

③ある程度高い（32％） 

④非常に高い（16％） 

環境配慮型化粧品

の購買意欲 

①ある程度(54%) 

②なんとなく(36%) 

③強い(9%) 

①強い（31％） 

②ある程度（29％） 

③なんとなく（21％） 

一番信頼する化粧

品ブランド 

①日本ブランド（99％） 

②欧米ブランド（1％） 

①日本ブランド（38％） 

②韓国ブランド（29％） 

環境配慮型化粧品

を選ばない理由 

①判断・比較できない（30％） 

②消費者の環境保全意識が弱い（23％） 

③売っている店舗が分からない（19％） 

①判断・比較できない（35％） 

②消費者の環境意識が弱い（20％） 

③価格が高い（19％） 

環境配慮型化粧品

の普及ファクター 

①消費者環境意識を高め（36％） 

②環境保全の宣伝の拡大（22％） 

③新しい技術の開発（20％） 

①消費者環境意識を高め（28％） 

②企業の社会的責任の履行（25％） 

③環境保全の宣伝の拡大（15％） 

出所：日本と中国消費者のアンケートより整理。  
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第 5 章 日本と中国の化粧品企業における環境経営の課題 

本章では、日本の化粧品業界の事例分析と日本・中国の消費者の環境配慮型製品に関する購

買行動のアンケート調査分析を踏まえ、日本と中国の化粧品業界が今後、それぞれ望ましい環

境経営及び環境配慮型製品の普及のために進めるべき方向性と課題について考察する。 

5.1 日本の化粧品企業における環境経営の課題 

日本企業の環境経営の中で、取り組むべき最優先課題は省エネルギーと温室ガスの排出削减

である。日本国内の資源不足と地球温暖化とグローバル環境問題の現実認識により、省エネ・

排出削減の経営理念が日本企業に浸透している。ほとんどの日本企業は製品の設計、生産、販

売、原料調達等各階段で省エネ・排出削減を実施している。それは、環境への負荷を減らすこ

とだけではなく、企業に生産コストの削減や費用節約の効果ももたらすことになる。また、生

産の段階だけはなく消費の階段で発生した廃棄物の量も削減し、リサイクル率を向上させるこ

とになる。 

化粧品メーカーが製品の設計、生産、販売各階段で環境への負荷を削減するとともに、化粧

品としての価値（使用効果・使いやすさ・デザインの美しさなど）を損なわずに美しさと環境

保全を共生することも考慮しなければならない。本研究で実施したアンケート調査結果による

と、消費者が化粧品を購入する際に、優先に考慮した要素は製品の美容効果、価格やデザイン

である。つまり、環境に優しい化粧品も美容効果、価格やデザインが消費者の要達する必要が

あるこのように企業が製品そのものの性能を保持するうえで、使用中や使用後に汚染物質排出

源とならないような機能を内蔵された形に、設計する必要がある。このようにして、環境配慮

型化粧品が消費者に受け入れやすく、環境を守り、維持する能力を持つともに、企業へ新しい

ビジネスチャンスももたらすことになる。企業と消費者がパートナーとなり、情報や知識を共

有し、共同努力することが、今後の環境配慮型製品を普及させるためのマーケティング戦略と

して重要な課題となる。 

本研究では日本の化粧品企業の事例分析を通して、近年、企業の環境保全の中心が事業活動

の環境汚染を削減することはもちろん、環境配慮型製品の開発及び販売にも取り組んでいるこ

とが明らかになった。しかし、アンケート調査結果をみると、日本の女性消費者の環境配慮型

化粧品に関する認識はまだ低い。多くの消費者が環境配慮型化粧品の確かな基準がないので環

境配慮型化粧品であるかどうかは判断できないと答えた。つまり、消費者たちは環境を配慮し

た製品を買いたくても、環境に配慮した製品の知識や、情報不足により買うことが難しいよう

である。 

これらの問題を解決するために、多くの企業が公表している環境報告書には環境配慮型製品

を積極的に開発することを開示することだけではなく、環境配慮型製品の開発による環境効果

や経済効果をもたらすことも分かりやすく開示する必要がある。たとえば環境配慮型製品の素

材調達、生産、流通、消費、廃棄に至るまでに二酸化炭素排出がどれほど発生しているか、前

年度に比べてどれほど改善されたかに関する情報について、消費者に分かりやすく表記する必

要がある。それによって、消費者が環境配慮型製品と一般の製品に分別する可能となり、環境

配慮型製品の市場競争力が向上することになる。 
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5.2 中国の化粧品企業における環境経営の課題 

中国の企業は日本のような先進国の企業と比べて、比較的に生産設備や技術水準が遅れる場

合が多い。これにより、企業の生産活動による資源消費量が大きく、同時に大気汚染、水汚染、

土壌汚染といった様々な環境汚染を引き起こしている。牛(2008)によると、中国の 1 ドル GDP

を生産することで使った水使用量は日本の 11.5倍であり、1万元 GDP の水使用量は日本の 2.4

倍である。つまり、同じ価値の経済効果を創造するときに、中国が日本より大量の資源を消費

しており、環境効率が非常に低い状態である。 

中国企業の環境経営の現状を見ると、日本の 1980～1990 年代の場合とよく似ている。一部

企業は法規制や政府からの圧力により、受動的に環境対策を実施していた。ただし、近年では

大手企業や大型国有企業は環境問題を意識し、環境保全や CSRを実施することが急務であるこ

とを自覚するようになった。また、産業別によって環境問題への対応は異なっている。石炭や

石油などを大量に使用する産業における環境経営は、企業の環境経営理念がある程度に浸透し

ているが、化粧品や日用品など業界における環境経営はまだ初期段階である。中国の化粧品業

界が環境保全を意識する傾向が表れた時期は、2008年に全業界が設定した GMP国際標準11によ

り、原材料の入荷から製造、最終製品の出荷にいたるすべての過程において、製品が安全に作

られ環境への汚染も削減することが要請されたときであった。しかし、まだ大部分の企業は法

規制や政府からの圧力により、受身的に環境対策を実施している現状である。 

日本の経験から見ると、企業の環境経営はまず、環境経営理念の制定が何より重要である。

それに基づき、具体的な行動方針を作り、省エネ、CO2 など環境汚染物質の削減指標を設定す

る。その上で事実の環境保全行動を行う。そして製品の調達から使用後のリサイクルまで厳し

い環境マネジメントにより、企業の経済効果ももたらせることになる。企業が環境経営を実践

することで、企業が常に変化している環境に対応する能力を向上させる過程で、新しいビジネ

スチャンスも生まれることになる。 

このような日本の環境経営の経験から中国の化粧品企業の環境経営の今後課題について主

に以下の 2点にまとめることができる。 

1 つ目は、日本のように生産者の責任を拡大させる法律を制定することである。日本では循

環型社会形成推進基本法の制定により企業の環境負荷の低減や持続可能な社会の形成が促進

された。現在中国の化粧品業界ではこのような法規制がなく、環境配慮型製品に関する統一的

な基準もないため、各企業が自主的に製品の基準を決めている。このような現状では環境配慮

型化粧品の普及が難しく、なるべく早く国際的な標準に統合できる厳格な環境配慮型化粧品の

基準を定めることが望ましい。 

これにより消費者が環境配慮型化粧品について理解を深め、さらに、企業は消費者の新しい

ニーズに合わせた環境配慮型製品を開発することで、環境配慮型化粧品の市場普及が可能とな

る。 

2 つ目は、企業が環境報告書を制定し、環境取り組みの情報を公開する必要がある。日本の

                                                   
11 GMP(優良製造規範 Good Manufacturing Practice)：化粧品に関する欧州の新たな規制の中で重要な位置を

占めている。この規制では、消費者の安全確保を目的としたハイレベルな法的要求事項が定められ、欧州市

場で流通する化粧品全てが、ISO22716 に示される化粧品 GMP に準じて製造されなければならないとされ

ている。 
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経験から見ると、環境報告書の作成開示が企業の自主的な活動を促す最も重要な要素となった。

環境報告書は、日本でも中小企業レベルではまだ一般化されてはいないが、一定規模以上の大

企業は財務報告書と並ぶ重要な企業報告書の一つとして認知されている（國部：2004）。 

現在、極少数の中国化粧品業界は CSR（社会的責任）を重視し、会社のホームページで社会

的責任に関する情報を開示している。しかし、そこには社会的な環境活動や従業員の環境教育

に止まっており、生産活動で使用されるエネルギーや資源に対する情報や、二酸化炭素など環

境汚染物質の排出に関する情報をあまり見えない。また、本研究のアンケートの結果によると、

中国の消費者にも環境保全意識が浸透しつつあることがわかった。中国の消費者においても、

環境への負荷の少ない商品を買いたい傾向は現れている。今後、環境配慮型製品の普及及び市

場の拡大の可能性はあるが、消費者の環境配慮型化粧品への理解程度はまだ低い。 

したがって、環境報告書の制作などにより、企業が環境への取り組みや新しい環境保全技術、

そして環境配慮型製品の情報を消費者に分かりやすく伝えることが重要である。中国の企業は、

積極的な環境経営と環境配慮型製品の開発･普及は、消費者にその企業への信頼性を高め、ブ

ランド認知度や知名度の向上にも繋がることを認識すべきである。 
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おわりに 

本研究では、世界における環境問題への取り組みを概観したうえで、日本企業の環境経営の

変遷及び環境配慮型製品の普及現状について明らかにし、事例分析として日本と中国の化粧品

業界を取り上げ、両国の化粧品企業の環境経営について考察した。さらに、日本と中国の女性

消費者を対象に独自のアンケート調査を行い、企業と消費者両面における環境配慮型化粧品の

現状を把握し、今後の企業の環境経営、環境配慮型製品の普及の方向性について明らかにした。 

本研究の第１章では、世界における環境経営理念の形成について考察した。地球環境汚染の

深刻化及び環境規制により、企業が従来の大量生産を基軸とした経営理念から経済価値と環境

保全の両立をめざす環境経営という経営理念への転換が必要になってきた。人々に豊かな生活

をもたらしてきた生産活動は、有限な地球資源を大量に消費し、生活環境及び地球環境を悪化

させてきたのである。本章では、企業が全体の生産活動において、また製品ライフサイクルを

通して汚染防止、環境負荷を減らす環境経営へ転換し、資源の再利用・再資源化による循環型

社会の構築を目指す動きとなっている状況を分析した。 

第2章では、日本企業の環境経営の形成過程及び変遷に関する先行研究について考察を行っ

た。今日の企業の環境経営は、生産活動における環境配慮だけではなく、製品ライフサイクル

を通して汚染防止かつトータルに環境負荷を減らす方向へ転換している。そして、環境配慮型

製品の開発や生産及び販売を通して、さらに経済的効果をもたらすことが実証されていた。ま

た、2015年に東京で開催されたエコプロダクツ展に出展した企業を対象にアンケート調査を行

い、企業が環境経営理念に基づいて、積極的に環境配慮型製品を製造、消費者にアピールし、

また将来、環境配慮型製品の市場普及拡大を目指していることを考察した。 

第3章では、消費者の生活に深い関係を持つ化粧品に着目し、日本の化粧品企業を代表する

資生堂と花王の事例分析により、今後、化粧品企業の環境課題はライフサイクル全体で環境保

全だけではなく、環境配慮型製品提供によって消費者とともに二酸化炭素や廃棄物の削減に努

めていることを明らかにした。さらに、日本の女性消費者を対象に環境配慮型化粧品の認識及

び購買意欲についてアンケート調査を行い、その結果から消費者の環境保全意識はある程度向

上しているが、化粧品のような日用品までに浸透していない現状が明らかになった。 

第 4章では、環境汚染問題が深刻である中国を中心に、政府の環境規制導入の動き及び企業

の生産活動での環境取り組みについて考察を行った。また、中国の女性消費者に対するアンケ

ート調査を行い、中国の消費者が環境配慮型化粧品に関心を持っているが、国内ブランドの信

頼度がまだ低い現状がわかった。本章では、今後、環境配慮型化粧品を市場に広げるために、

中国の化粧品企業は確実に環境経営を実行し、生産活動の省エネや廃棄物の削減により企業の

競争力とイメージを向上することが重要なポイントであることを指摘した。 

第 5章では、日本と中国の企業環境経営の課題及び環境配慮型化粧品を普及させるための望

ましい方向性について考察した。日本における環境配慮型化粧品の普及は、企業と消費者がパ

ートナーとなり、情報や知識を共有し、企業と消費者が共同に努力する必要があることが明ら

かになった。中国の化粧品企業は、日本企業の環境経営の経験を踏まえ、環境経営を確実に実

施し、全事業活動の環境保全により企業が国際競争力や消費者の信頼度を向上させる必要があ

ることを指摘した。 
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今後、生活と消費水準の向上に伴い、消費者が一般生活におけるエネルギー消費を節約しよ

うとする意識とともに、環境問題や自身の健康に対する関心も高まっている。その中で化粧品

市場には、高品質を確保した環境配慮型化粧品を追及する消費者の増加が見られる。しかし、

環境配慮型化粧品の普及が短時間で実現できることは難しい。企業としては、生産活動におけ

る環境負荷を削減すると同時に、製品自体の環境性能向上にも積極的に取り組む必要がある。

製品の環境性能向上は、美容効果など製品本来の付加価値も高められる。    

近年、日本では地球温暖化問題を中心に、また中国では PM2.5 など大気汚染問題を中心に、

消費者自らが環境保全に努めようとする意識が高まっている。したがって、企業が消費者に化

粧品の環境性能の情報を正確的に開示し、消費者に伝えることは今後環境配慮型化粧品が市場

で消費者に選択される大切なポイントであると考える。 

本研究の課題としては中国の分析ではデータや時間の制約上，化粧品業界の事例分析が日本

の事例分析と比較できるほどにはできなかった点である。日本と中国の企業の環境経営に対す

るより詳しい事例分析は今後の課題としたい。 
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（株）資生堂の環境報告書 http://www.shiseidogroup.jp/csr/report/（アクセス日 2016/9/26） 

（株）花王ホームページ http://www.kao.com/jp/corp_csr/reports_01.html（アクセス日

2016/9/26） 

（株）花王の環境報告書 http://www.kao.com/jp/corp_ir/reports.html（アクセス日 2016/9/26） 

カネボウ http://www.kanebo-cosmetics.co.jp/company/csr/ecology_04.html（アクセス日

2016/9/26） 

化粧品業界動向 http://gyokai-search.com/3-kesyo.htm（アクセス日 2016/10/6） 

健康メディア (中国化粧品業界)http://www.kenko-media.com/diet_beauty/008077.html（ア

クセス日 2016/10/28） 

https://www.amazon.co.jp/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=%E5%9C%B0%E7%90%83%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%88%A6%E7%95%A5%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%A9%9F%E9%96%A2&search-alias=books-jp&field-author=%E5%9C%B0%E7%90%83%E7%92%B0%E5%A2%83%E6%88%A6%E7%95%A5%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%A9%9F%E9%96%A2&sort=relevancerank
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日経ネット http://www.nikkei.co.jp/china,アクセス日 2016/10/6） 

矢野経済研究所 https://www.yano.co.jp/press/press.php/001601（アクセス日 2016/10/9日） 

「ISOサーベイ 2015」公表 http://www.technofer.co.jp/convini/hotnews/hot09_05.html（ア

クセス日 2016/12/6） 

  

http://www.nikkei.co.jp/china
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付録（アンケート調査票） 

第 1 回目：2015 年 12 月 10 日～11 日の 2 日間、日本全国最大規模の環境配慮型技術や製品を

展示する「エコプロダクツ展」における、参加している企業を対象として企業の環境保全理念

の位置づけ、環境配慮型製品の現状及び環境経営の課題についてアンケート調査を行った。 

企業の環境経営および環境配慮型製品についてのアンケート調査 

1．企業名（必ず非公開とします。） 

企業名（任意）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

2．業種：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 主要生産製品：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

3．操業年数：約＿＿＿年  従業員数：約＿＿＿人 年間売上高：約＿＿＿百万円 

4．御社は、環境保全を企業経営理念の中にどのように位置づけられておりますか。 

□とても重要     □ある程度重要    □さほど重要でない  

 

5．御社の具体的な環境経営理念はありますか。 

□ある      □ない   □現在はないが、今後は設ける予定である 

「ある」の場合、概要を教えてください。 

 

 

6．環境保全もしくは環境配慮製型品について、全社を統括する推進部局はありますか。 

□はい      □いいえ  

「はい」の場合、その推進部門の名称を教えてください。（例：CSR環境部） 

 

 

7．現在、貴社は環境配慮製型品の生産を実施していますか。 

□生産する □ 開発中 □ 生産していないが、計画はある □ 計画がない 

「はい」の場合、総製品に占める割合を教えてください。 

□10％以下  □10~30％  □30~50%  □50~70%  □70%以上 

8．御社の環境配慮型製品生産の目的は何ですか。（複数回答可） 

□省エネルギー □コスト削減ため  □汚染物質の削減 □CO2 削減 

□他社の動き  □競争力がアップ  □顧客を引付ける □今後の有望性 

□資源の節約・再利用  □ 法律の規制 □ 市場ニーズへの対応 

□その他（                        ） 

9．御社の製品は最も環境に配慮の特性を体現できるプロセスは何ですか。 

□ 生産過程  □ 調達過程   □ 顧客の使用過程  □ 破棄後 

10．御社は現在、再生可能エネルギーを利用していますか。（例えば太陽光発電など） 

□ はい      □ いいえ 

「はい」の場合、再生エネルギーの使用率がお幾らですか。 

 □10%未満  □10~30％  □30～50％  □ほとんど 

 

概要： 

名称： 
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11．環境配慮型製品の生産コストは普通の製品に比べるとどう思いますか。 

  □大変高い   □やや高い  □同じ程度  □やや低い 

12．御社の環境配慮型製品は、使用後のリサイクルを実施していますか。 

  □はい       □いいえ 

  「はい」の場合、リサイクルの場所を教えてください。 

□自社工場内でリサイクル □外部リサイクル業者に委託  □その他（    ） 

13．環境配慮型製品をリサイクルする理由はなんですか。 

  □コスト削減ため □市場ニーズへの対応 □法律や規制の強化 □環境に配慮 

14．御社はリサイクルによりコストの増減は何ですか。 

  □大分削減    □やや削減    □変わらない  □やや増加 

15．今後、環境配慮型製品の開発に取り組む課題は何ですか。 

□環境の配慮性  □コスト削減  □便利性     □その他（     ） 

16．御社生産した環境配慮型製品の販売量は如何ですか。 

□予想を上回る  □予想通り   □予想を下回る  □あまり売れない 

17．環境配慮型製品を普及させるファクターは何ですか。（複数回答可） 

  □ 法律や規制の強化       □補助金など経済的インセンティブ 

 □ 消費者の環境配慮意識の向上  □製品の性能及び新技術の開発 

 □ その他（                       ） 

18．環境配慮型製品はいつごろ市場で広く売れると思いますか。 

  □すでに売れる  □1~2年後  □3~5 年後  □5~10年後  □当分難しい 

19．環境配慮型製品の普及拡大に向けた今後の課題について教えて頂ければ幸いです。 
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第 2回目：2016年 9月 23日～10月 5日の間で中国の大連における女性消費者を対象としてア

ンケート調査やヒヤリングを行い、合計 80枚アンケート調査票を回収した。 

 

中国の女性消費者が環境配慮型化粧品の認識と購買行動についてのアンケート 

年齢（    ）代  職種（    ）  

1．あなたは身近で感じる環境問題はなんだと思いますか。（複数回答可） 

□水汚染   □大気汚染    □地球温暖化    □ゴミの増大  

□酸性雨   □砂漠化問題   □オゾン層の破壊  □その他[具体的に    ] 

2．あなたは問１で感じた環境問題の状況をどう思いますか 

□非常に深刻   □ある程度深刻  □あまり深刻   □大丈夫   □知らない 

3．あなたは化粧品を購入する際,最優先に考慮するものは何ですか。（複数回答可） 

□原料の自然性   □価格    □美容効果    □品質    □ブランド  

□包装       □環境保護  □その他[具体的に      ] 

4．あなたは化粧品の包装にエコマークがあるかどうか気にしますか。 

□はい    □いいえ 

5．あなたは環境配慮型化粧品の概念を理解しますか。 

□よく知る    □知る    □聞いただけ     □知らない 

6．どんな手段で環境配慮型化粧品を知りましたか。 

□お店の店員さん  □CM宣伝  □雑誌   □友達の勧め  □その他[     ] 

＊本アンケートでの環境配慮型化粧品とは 100％天然原料を使用する、また生産、包装、流通、

販売までの各階段で環境に優しい製品のことを指します。 

７．あなたが理解した環境配慮型化粧品は具体的にどのようなものですか。（複数回答可） 

□原料は自然植物から抽出する □生産過程が環境に優しい  □使用済の容器リサイクル

可能   □包装や調達も環境に優しい  □包装にエコマークが付く 

８．あなたが環境配慮型化粧品の関心レベルはどのぐらいだと思いますか。 

□非常に高い    □ある程度高い    □なんとなく   □あまり関心がない 

９．環境配慮型化粧品と一般化粧品の一番違いは何だと思いますか。 

□原料   □包装   □生産コスト  □価格   □安全性   □区別はない 

10．あなたは環境配慮型化粧品を買ったことがありますか。 

□よく買う   □たまには買う  □あまり買わない  □買ったことはない 

11．今後あなたは環境配慮型化粧品を買う意欲はどれぐらいですか。 

□非常に強い    □強い    □ふつう   □なんとなく   □買いたくない 

12．化粧品を購入する時、商品の原料・製造・使用・リサイクル各段階で環境に配慮している

かどうかを考えていますか。 

□購入する重要な基準  □考慮する  □あまり考慮しない  □全く考慮しない 

13.消費者側として化粧品は環境への影響が一番大きい段階はどの階段だと思っていますか。

（2つ以下） 

□生産・製造の階段  □廃棄・リサイクルの段階  □流通・販売の段階  

□使用・利用の段階  □その他[具体的に              ] 



 

- 51 - 

 

14．環境配慮型化粧品を購買する理由は何ですか。（１つだけ） 

□健康安全   □環境に配慮   □使用効果・質が良い  □包装が入り替え  

15. 環境配慮型化粧品を購入する時、一番信頼するブランドはどちらですか。（１つだけ） 

□国内ブランド  □日本ブランド  □欧米ブランド  □韓国ブランド  

16．環境配慮型化粧品を選ばない理由は何ですか。（複数回答可） 

□環境配慮かどうか判断できない・比較できない □消費者の環境保護意識が低い  

□価格が高い □売っている店舗等がわからない □種類やブランド等の選択肢が少ない 

17.もし価格と品質が同じ場合、あなたは環境配慮型化粧品を買いたいですか。 

□非常に買いたい   □買いたい    □なんとなく   □買いたくない 

18．あなたは日本化粧品メーカーの環境保全対応にどんなものを期待しますか。（複数回答可） 

□化学原料使用の減少      □容器のリサイクル率   □容器のリサイクル率   

□流通過程で省エネ・排出削减  □新しい技術を開発する   

 

19．あなたは環境配慮型化粧品の市場を拡大するためにどんな要素が必要だと思いますか。（複

数回答可） 

□企業の社会的責任を履行する □リーダシップを発揮する  □法律制度の完備 

□消費者環境保護意識を高める □環境保全の宣伝を拡大する □新しい技術を開発する 

20．中国の環境配慮型化粧品に関する期待や意見について教えて頂ければ幸いです。 
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第 3回目：2016年 11月 2日～11月 20日の間で名古屋における日本の女性消費者を対象とし

て、環境配慮型化粧品の認識と購買行動についてのアンケートを行い。合計 80枚アンケート

調査票を回収した。 

 

日本の女性消費者が環境配慮型化粧品の認識と購買行動についてのアンケート 

年齢（    ）代  職種（    ）  

1．あなたは身近で感じる環境問題はなんだと思いますか。（複数回答可） 

□水汚染   □大気汚染    □地球温暖化    □ゴミの増大  

□酸性雨   □砂漠化問題   □オゾン層の破壊  □その他[具体的に    ] 

2．あなたは問１で感じた環境問題の状況をどう思いますか。 

□非常に深刻   □ある程度深刻  □あまり深刻   □大丈夫   □知らない 

3．あなたは化粧品を購入する際,最優先に考慮するものは何ですか。（複数回答可） 

□原料の自然性   □価格    □美容効果    □品質    □ブランド  

□包装       □環境保護  □その他[具体的に      ] 

4．あなたは化粧品の包装にエコマークがあるかどうか気にしますか。 

□はい      □いいえ 

5．あなたは環境配慮型化粧品の概念を理解しますか。 

□よく知る    □知る    □聞いただけ     □知らない 

6．どんな手段で環境配慮型化粧品を知りましたか。 

□お店の店員さん  □CM宣伝  □雑誌   □友達の勧め  □その他[     ] 

＊本アンケートでの環境配慮型化粧品とは 100％天然原料を使用する、また生産、包装、流通、

販売までの各階段で環境に優しい製品のことを指します。 

７．あなたが理解した環境配慮型化粧品は具体的にどのようなものですか。（複数回答可） 

□原料は自然植物から抽出する  □生産過程が環境に優しい □使用済の容器リサイクル

可能   □包装や調達も環境に優しい  □包装にエコマークが付く 

8．あなたが環境配慮型化粧品の関心レベルはどのぐらいだと思いますか。 

□非常に高い   □ある程度高い   □なんとなく  □あまり関心がない 

9．環境配慮型化粧品と一般化粧品の一番違いは何だと思いますか。 

□原料   □包装   □生産コスト  □価格   □安全性   □区別はない 

10．あなたは環境配慮型化粧品を買ったことがありますか。 

□よく買う   □たまには買う  □あまり買わない  □買ったことはない 

11．今後あなたは環境配慮型化粧品を買う意欲はどれぐらいですか。 

□非常に強い    □強い    □ふつう   □なんとなく   □買いたくない 

12．化粧品を購入する時、商品の原料・製造・使用・リサイクル各段階で環境に配慮している

かどうかを考えていますか。 

□購入する重要な基準  □考慮する  □あまり考慮しない  □全く考慮しない 

13.消費者側として化粧品は環境への影響が一番大きい段階はどの階段だと思っていますか。

（2つ以下） 

□生産・製造の階段  □廃棄・リサイクルの段階  □流通・販売の段階  
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□使用・利用の段階  □その他[具体的に              ] 

14．環境配慮型化粧品を購買する理由は何ですか。（１つだけ） 

□健康安全   □環境に配慮  □使用効果・質が良い  □包装が入り替え  

15. 環境配慮型化粧品を購入する時、一番信頼するブランドはどちらですか。（１つだけ） 

□国内ブランド   □欧米ブランド  □韓国ブランド  

16．環境配慮型化粧品を選ばない理由は何ですか。（複数回答可） 

□環境配慮かどうか判断できない・比較できない □消費者の環境保護意識が低い  

□価格が高い □売っている店舗等がわからない □種類やブランド等の選択肢が少ない 

17.もし価格と品質が同じ場合、あなたは環境配慮型化粧品を買いたいですか。 

□非常に買いたい   □買いたい    □なんとなく   □買いたくない 

18．あなたは日本化粧品メーカーの環境保全対応にどんなものを期待しますか。（複数回答可） 

□化学原料使用の減少      □容器のリサイクル率   □企業の社会貢献活動   

□流通過程で省エネ・排出削减  □新しい技術を開発する   

19．あなたは環境配慮型化粧品の市場を拡大するためにどんな要素が必要だと思いますか。（複

数回答可） 

□企業の社会的責任を履行する □リーダシップを発揮する  □法律制度の完備 

□消費者環境保護意識を高める □環境保全の宣伝を拡大する □新しい技術を開発する 

20．日本の環境配慮型化粧品に関する期待や意見について教えて頂ければ幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


