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市場主義経済と環境問題の矛盾
市場主義経済は、進化論と同様、競争による適

者生存を基本としている。しかし、市場に委ねて
おけばすべてが正しい方向に進むというわけでは
ない。本来、シンプルなはずの市場原理も、既得
権益保護や金融工学等により複雑化し、機能不全

に陥っている。
一方で、地球温暖化や環境破壊への対応が求め

られている。これらの課題を解決するには、全体
的なコントロールが必要である。「排出権ビジネス」
のように市場原理によるコントロールの試みもあ
るが、うまく機能するかどうかは未知数だ。二酸
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―不況下だからこそ可能なレンタルビジネスモデルの提案―

1 自由主義、資本主義、市場主義が招いた環境問題は、全体的なコントロールを必要としている。統制経済

のように活力を失うことなく、自由と統制のバランスを考えたい。

2 常時、店頭に商品を陳列して販売する店舗販売は、在庫処分が必要である。また、店舗流通を基本とする

社会では供給過剰に陥りやすく、環境への負荷が高い。

3 廃棄物を減らすには、常に、需要より供給を少なくコントロールするか、同一商品を継続販売し、バーゲ

ンセールを無くすことが必要である。

4 通信販売は、店頭在庫が不要であり、店舗運営経費も不要である。また、都心の豪華なオフィスではなく、

地方の物流センターに付属した本社機能で十分であり、トータルコストが低い。環境への負荷も少ない。

5 リサイクル、環境対応を徹底するためには、「所有しない」というコンセプトが有効である。消費者に所有

させ、処分を依存しているから、リサイクル問題、ゴミ問題が解決しない。

6 若い時には自由に商品を選び、好きなものを食べたいと思うが、高齢になるほど、専門家に選んでほしい

と考えるようになる。「自分で選択しなくてもいい」という選択肢があってもいい。

7 地球は誰の所有物でもなく、自分の子供や孫の世代によりよい環境を残す義務がある。商品も地球を材料

にしているものであり、所有するものではない、という考え方もできるだろう。

8 紳士スーツを所有せずに、レンタルすることにすれば、シーズン初めからバーゲン価格で着用でき、家庭

内の収納スペースも軽減できる。一度、着用した製品も古着として再度流通させれば、よりよい品質を志

向するようになるのではないか。

9 テキスタイルメーカー、デザイナー、縫製メーカーのチームによる運営も可能になる。また、デザイナー

のコレクションもレンタルを基本に考えることも可能である。

0 以上のビジネスを展開するには、相応のスペースが必要だが、倒産した地方百貨店やSC、商店街の空き店

舗スペース、空き倉庫等を活用することで問題は解決できる。小売りだけでなく、地産地消の拠点として

機能させることで、地域活性化にもつながるだろう。
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化炭素の排出権を売買するということは、結局汚
染する権利を売買しているに過ぎず、根本的な解
決策とは言えない。また、今回のような予期せぬ
不況で工場閉鎖が増えれば、排出権の需要は下が
り、購入ニーズも減少するだろう。そもそも地球
環境を守るための指標を投資の対象にするという
考え方が、市場原理そのものであり、その市場が
バブル化したり、調整能力を失う恐れがあるのだ。
排出権バブルや排出権バブル崩壊という事態に
なった時に、当初の二酸化炭素削減という目標も
また崩壊しているだろう。
我々は、計画経済、統制経済が、経済の活力を

奪う事例を見てきた。したがって、経済の活力と
個人の自由は手放したくないと考える。しかし、
地球全体の問題を解決するには何らかの制限が必
要である。自由と統制をどのように両立させるの
か。それが問題である。
これらの問題を解決するために、一つの仮説を

提言したい。それが有効に機能するかは不明だが、
一つの方向性を示すことはできるかもしれない。

必ず在庫が残る店舗販売
最初に、「供給過剰」について考えたい。現在、

日本市場を始めとする先進国では慢性的な供給過
剰に陥っている。購買意欲を掻き立てるため、あ
るいは消費者に選択の機会を与えるために、店頭
には必要以上に大量の商品が展示されている。そ
して、それらの一部は確実に廃棄される。
常時、商品が展示されている店舗が登場したの

は、大量生産が普及してからだ。大量生産された
商品を大量販売するシステムがチェーン店である。
そして、大量生産による供給が需要を上回ったと
きに廃棄物が発生する。企業が追求しているのは
利潤であり、利潤が確保できれば廃棄物を増やし
ても良いと考えている。また、消費者も豊かな生
活を過ごせるならば、廃棄物を増やしても良いと
考えている。「使い捨て文化」はその典型である。
廃棄物が正常に処理され、あるいは自然が持つ浄
化作用の範囲内の廃棄物であれば何の問題もない。
問題は、自然の浄化作用以上の廃棄物が次々と生
み出されるというサイクルである。
大量生産以前の時代では、近隣の需要に基づく

小規模な生産活動に限定されており、商品が売り
切れれば閉店していた。現在でも、豆腐屋さん、
一部の和菓子屋さん、こだわりのラーメン屋も売
り切れた段階で閉店している。生産直売が自社だ
けで完結している業態は、需要より少なめに供給
することで、在庫を持つこともないし、商品を廃
棄することを防いでいる。

問題は、分業化された大量生産システムであり、
複雑な流通構造である。各流通段階で在庫を抱え
ており、需要に従って商品内容を変更することを
想定していない。それでも受注生産ならば製品在
庫を持つことはないだろう。しかし、売れるか売
れないか分からない商品を見込み生産するシステ
ムでは必ず余剰品が発生するのだ。その意味で、
店頭に大量の在庫を並べて販売する現在の店舗販
売システムは、環境負荷を増やすシステムと言わ
ざるを得ない。

需要より供給を絞る
加えて、現在の日本の小売店舗、特に百貨店で

は売り逃しを恐れている。しかし、売り逃した顧
客は別の商品を購入することを忘れてはならない。
顧客は気に入る商品がなければ全く買わず、気に
入った商品を見つければ何枚でも購入するのだろ
うか。そうではあるまい。また、売り逃しを恐れ
ることが過剰な在庫につながる場合もある。
そもそも、多種多様の商品を一定量ずつ陳列し、

消費者に選択させるのだから、必ず選択は偏り、
売れる商品だけなくなるのは当然である。売り逃
しを防ぎたいのならば、受注生産を試みるか、同
一の商品を売り続けるしかない。
売れるブランドは、売れ筋商品が早くなくなる。

したがって、消費者は本来の時期より早めに購入
する。早めの時期に売り切るから、気候にも左右
されない、という好循環を生み出す。
売れないブランドは、売り逃しを恐れ、昨年の

実績商品と大差ない商品を展開する。また、売れ
る商品はリピート生産で供給するので、新しい商
品を早期に購入するモチベーションは下がる。し
たがって、実需期まで商品は売れず、結局はバー
ゲンで販売することになる。リスクを回避してい
るつもりでも、実際にはよりリスキーなビジネス
を行っているのだ。
ファッション商品は、次々と変化し新しい商品

を展開するからこそ価値がある。売り切るために
は需要よりも供給を絞り、常に品薄の状態を続け
なければならない。もし、売り逃しを恐れ、リ
ピート生産するのならば、デザインを変えずに販
売し続けることだ。その代わり、バーゲンセール
も行わずに、プロパーで売り切るのである。

環境負荷が少ない通信販売
一方で、通信販売が成長を続けている。カタロ

グ通販だけでなく、インターネット通販、テレビ
ショッピング、携帯ショップ等、様々なメディア
による直接販売が行われている。通信販売の特徴
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は、店頭在庫が不要なこと。店舗ではなく物流セ
ンターがあればいい。カタログの廃棄という問題
は生じるが、テレビショッピングやインターネッ
トショッピングならば問題はない。また、小口運
送の車両が出す排ガス問題も考えられるが、供給
過剰が招く生産段階の無駄が防げることを考える
と、店舗販売以上に環境への負荷が重くなるとは
考えづらい。
通販は小売店舗への投資も必要ない。WEB 構築

やシステム投資のコストは必要だが、余剰商品の
処分と店舗運営のコストが軽減できる。また、多
くの通販企業は地方に本社を置いている。小売店
をコントロールするには、本社を都心に置く方が
有利だが、通販企業は賃料が低い地方都市でも十
分に機能する。これらのコスト削減により、小売
価格を低く抑えることが可能である。店舗販売の
場合、どうしても店頭在庫が残ってしまう。その
在庫を処分するためにバーゲンセールが必要にな
る。百貨店のようにバーゲン価格での販売比率が
高くなると、プロパー価格を高く設定しても、実
質的な販売価格はかなり下がる。結果的に、消費
者の価格信頼性を失い、そのことが長期的な不信
の一因となっている。
店舗販売と通信販売を比較すると、通信販売の

方が無駄が少なく、価格も低く抑えられ、環境に
も優しい。長期的に見れば、店頭販売から通信販
売への大きな潮流が存在していると考えられる。

リサイクルと所有権
次にリサイクルについて考えてみたい。リサイ

クルを推進する上で、最もネックになるのは回収
作業である。商品は消費者に販売される。所有権
は消費者にあり、それをどのように処分するかは、
消費者に任されている。積極的に分別回収に協力
する消費者もいれば、リサイクルに関心のない人
もいる。関心のない人を責めるのは簡単だが、個
人が抱えている問題は環境問題だけではない。す
べての問題解決を個人に委ねても対応できない場
合もあるのだ。また、回収作業そのものも、産業
廃棄物取り扱い業者が行わなければならないとい
う壁がある。
もし、リサイクルを前提に考えるならば、商品の

所有という概念を見直す必要がある。音楽CDのよ
うに、消費者に与えられるのは使用権であり、所有
権はメーカーが持つという考え方である（本来、不
要の音楽CDはメーカーが引き取らなければならな
いはず）。新聞は一方的に家庭に配達され、そのま
ま資源ゴミになっていく。たとえば、新聞を配達す
る際、昨日の新聞を回収することはできないのだろ

うか。一部配達して一部回収する。毎日の回収が困
難だとしても、自社の新聞紙は自社で回収するのが
自然ではないだろうか。そうすれば、確実に古紙回
収に回せるし、効率も良いはずだ。
アパレル製品も同様である。新しい商品を販売

する場合に、同一ブランドか同一ショップから購
入した商品は査定の上、買い取る。そして、まと
めて洗濯して、古着として再流通させる。低価格
商品はクリーニング代の方が高くつく場合も多い
し、古着として流通することを基本に考えれば、
粗悪な素材や縫製はトータルでは高くつくことが
実感できるはずだ。国産の良質な素材を使用する
機会が増え、国内産業の活性化にもつながる。同
時に、タンス在庫という長年の課題も解決できる
だろう。

高齢になるほど受動的になる
更に消費者側のニーズについても考えよう。そ

もそも「買物という行為は楽しみか、労働か」と
いう問題である。買物には、楽しい買物と苦しい
買物がある。重いミネラルウォーターやかさ張る
トイレットペーパーの購入を楽しいと思う人は少
ない。同様に、自分の好きなブランド商品や
ファッション商品の買物を労働と考える人も少な
いだろう。日々の食材の買物はどうだろう。楽し
いと感じる人も、重労働と感じる人もいるはずだ。
メーカーが競い合っている商品のバリエーショ

ンやパッケージデザインについても、消費者の立
場に立てば別の見方ができる。毎回、異なる商品
を買うのが楽しみという人もいれば、決まった商
品しか使わない人もいる。そういう人にとっては、
バリエーションそのものが邪魔かもしれない。「無
印良品」や「生協」に人気があるのも、信頼でき
るブランドなら、パッケージ等の差別化は必要な
いということだろう。
日本の消費者には選択の自由が与えられている。

しかし、「選択しなくて済む」という選択肢は与え
られていないのだ。日本旅館の良さの一つは、上
げ膳据え膳で、何もしなくても快適に過ごせる
サービスである。老後に高級老人ホームを選ぶ人
達も、同様の感覚を持っているのではないか。
若い時は自由を欲する。何でも自分で試したい

と思う。しかし、年齢が上がるに従い、自由より
も安定、能動より受動を選ぶ傾向が強まってくる。
特に、リタイア後はその傾向が顕著になる。若い
時には資本主義、市場主義の中でバリバリ仕事を
したいと考えていた人も、老後の生活では社会主
義的な生活を望むのである。
ファッションを例に取ってみよう。若い時は自
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分で服を選ぶことを好む。しかし、社会人になる
と社会的規範やステイタスという外的条件の要素
が強まっていく。日本の紳士スーツの 9 割以上は、
ビジネスユニフォームとして着用されている。政
治家やタレントが専属のスタイリストを雇うのは、
自分で自由に服を選ぶ楽しさより、社会性や他人
が持つ印象を重視しているからだ。
老後のファッションはどうだろうか。人間は高

齢になるほど多様化する。多くの若者はファッ
ショントレンドを意識し、似たようなファッショ
ンになるが、高齢者の生活スタイルと趣味は多様
だ。若い人のようにトレンドに合ったファッショ
ンを楽しみたい人もいれば、同じ服を着続けたい
と考える人もいる。服なんか気にしたくないとい
う人もいるのだ。
食生活も同様である。多様な料理を食べたい人

もいれば、同じメニューで済ませたいという人も
いる。若い時には味にこだわるが、年配になると
健康に良いか否かに興味が移る。こうなると、自
分で選ぶよりも、専門家に選んでほしいという
ニーズが増えるのである。

所有権ではなく、使用権を与える
骨董品や盆栽といった、古いほど価値が上がる

商品は、購入しても、自らが独占できると考えて
はならない。勝手に、傷つけたり、廃棄してはな
らない。商品を後世に伝えることが重要であり、
自分の手元に置く時間を楽しんだ後は、別の所有
者に伝える。その積み重ねが、更なる歴史的価値
を生み出すのである。
これは、環境問題についても共通する考え方だ。

限りある地球を自分の世代で汚してしまったので
は、後世に伝わらない。誰も地球を所有すること
はできないのであり、許されるのは限られた時間
の限られた空間を使用することである。
あらゆる商品は地球を材料として生み出されて

いる。つまり、商品そのものが地球の一部なのだ。
商品の所有と使用という概念も、限りある資源を
無駄にせず、環境に必要以上の負荷を掛けないと
いう理念が基本になっている。私は、所有から使
用という概念を提起することで、ビジネスモデル、
マーケティング、デザインやモノ作りが根底から
変わるのではないかと考えている。そしてこの概
念により、日本のソフトパワーが世界をリードで
きるのではないか、と期待しているのだ。
もちろん、選択の自由はある。これまで同様、

自由に買物したいという人は自由に買物をすれば
いい。しかし、所有しないという選択肢もあると
いうことだ。

紳士スーツのレンタルサービス
たとえば、紳士スーツ、革靴、バッグ、ネクタ

イ、シャツ、ソックス等をすべてレンタルにする
ことを想定してみよう。もちろん、それぞれには
サイズがあり、自分のサイズを登録しなければな
らない。サイズを図り、商品を試着したい人のた
めに店舗は必要である。
サイズを登録し、半年ごとに必要な数量を設定

する。スーツ 2 ～ 3 着、革靴 2 足、ネクタイ 3 本、
シャツ 6 枚というように。価格は小売価格の半額
程度を設定する。商品を選ぶのは、店舗でもネッ
トでも構わない。店舗もサイズ見本と素材見本で
ほぼ対応できるので、余分な在庫は必要ない。選
んでから商品のお届けまでの期間を 2 ～ 3 週間設
定できれば、受注生産も可能だろう。
そして、シーズン末には基本的にすべてを回収

する。継続して使用したければ、更に 1 割程度の
費用を支払えば所有することもできる。もちろん、
必要なくなれば回収してもらえる。これなら、
シーズン初めに好きな商品を選びバーゲン価格で
使用することができる。
回収した商品は洗濯、補修を行い、古着として

リサイクル販売する。もちろん、再度同じ人がレ
ンタルすれば、更に安い価格で自分のスーツとし
て使えるのだ。支出を抑えたい人は最初から古着
を選択すればいい。
革靴も同様のシステムにすれば、結局は良い製

品を安く使うことになるだろう。これによって、
安い商品を使い捨てるという文化から、良い商品
を長く使うという文化に変わるかもしれない。
更に、レンタルにはメリットがある。家の収納

スペースや家具も最低限のもので間に合うことで
ある。常に着用する服だけを家に置いておけばい
い。シーズンごとにタンスの服を入れ換えるとい
う作業からも解放されるのだ。

テキスタイルメーカー、デザイナー、縫製工場のチーム
レンタルシステムが一定以上の規模になれば、

テキスタイルメーカー、デザイナー、縫製工場の
チームで対応することかできる。現在のアパレル
製品の商品原価率は 25 ％程度だが、35 ％に設定し
ても良いかもしれない。そうすれば、縫製工場も
テキスタイルメーカーも品質を高めることが可能
だ。
その代わり、個人のサイズに対応し、お直し作

業を省くので、縫製工場では若干の縫製仕様や工
程を調整する必要はある。その分の割り増し工賃
を確保することは可能だと思う。
デザイナー、パターンメーカー、縫製工場の

所有から使用へ
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チームは今まで以上にチームワークが必要になる。
デザイナーのコレクションも最初からレンタル

を想定しても良いのではないか。昔の貴族が仕立
て職人を抱えていたように、デザイナーとワード
ローブレンタルの契約を行うのである。たとえば、
一つのスタイルを 20 人限定で販売する。ファッ
ションショーか展示会でシーズンのワードローブ
をまとめて発注してもらい、レンタルで提供する
のだ。そうすれば、常に最新のコレクションを着
用することができるし、自分でコレクションした
ければ、追加料金で所有することも可能だ。現在
のデザイナーのコレクションは、間にバイヤー、
小売店が介入する。そのため、顧客に十分な説明
やサービスができないところに問題がある。
コレクションの費用もデザイナーだけが負担す

るのではなく、テキスタイルメーカー、縫製工場
と一緒に負担する。そして、受注がついたら、そ
れぞれの利益からショーの経費を分担する。そう
すれば、才能のあるデザイナーがもっと容易にデ
ビューすることができるはずだ。
このシステムは紳士服だけでなく、あらゆるア

イテムで応用できる。季節ごとに食器を変えたい
というニーズもあるだろうし、インテリアやアー
ト作品のレンタルも考えられる。すべての商品で、
どのように考えれば所有しなくてもすむのかを考
えてみたい。

地方百貨店、SC等の空きスペースの有効活用
これまでは消費者の住宅内に商品が保管されて

いた。日本の住宅における要望の第一は「収納」
というが、所有しない生活になれば、住宅の優先
順位も変わるだろう。消費者の住宅に商品を収納
せず、企業が保管することになれば、当然ながら
スペースが必要になる。
しかし、スペースの心配はないだろう。景気後

退、消費不況の影響で地方百貨店は次々と閉鎖し、
シャッター商店街も増えている。小規模な倉庫も
かなり空いているのが現状だ。そのスペースを有
効活用することで、このビジネスモデルは現実味
を増してくる。
地方百貨店の 3 階以上のスペースをレンタルビ

ジネスの拠点にしてはいかがだろうか。前述した
ように、レンタルの場合でも店舗空間は必要だ。

サイズ合わせや商品の選択、あるいは商品の下取
り、古着の購入、リフォームやパッチワークの教
室、ギャラリーやカフェなどを併設すれば、これ
まで以上の集客も期待できる。
私は、現在の百貨店は小売りの機能しか持たな

いところに問題があると考えている。お客様に商
品を販売するだけでなく、商品を買い取るように
なれば、はるかに集客力は増えるはずだ。「道の駅」
などに設置されている農産物直売所では、近隣の
農家自らが野菜を持ち込み、低価格で販売してい
る。それによって農家の奥さん方の可処分所得が
増え、街がとても元気になっているのだ。
地方百貨店も地産地消の拠点として、地元の企

業や個人が作った製品を預かって、販売してはい
かがだろうか。つまり、地元の農産物直売所、地
場産業商品の直売所、個人の趣味商品の直売所、
趣味の材料の販売、作品発表のギャラリースペー
スを百貨店内に設けるのである。
それに加えて、レンタルビジネスの拠点を設置

する。フロアーショーのスペースも設ければ、情
報発信にもつながる。スペースが足りなければ、
保管用倉庫は別に借りてもいい。
それでも、スペースが埋まらなければ、販売イ

ベントを行うスペースを設置する。国内の伝統工
芸、こだわり商品のメーカー、本市場に参入した
いと考えている海外企業にも呼び掛け、同様の地
方拠点施設をネットワークし、巡回するという構
想である。
地方百貨店も SC も経営能力のない企業経営者

が、そのスペースを所有し、活用方法を見失って
いる。スペースも所有しているのではなく、使用
権だけを持つと考えれば、活用できる企業や個人
に譲るべきなのだ。それがその地域の文化として
後世に伝わるのである。
所有という概念を捨てると、全く異なる商品、

流通、サービス、ビジネスモデルが見えてくる。
そして、それを可能にするのは情報システムの活
用である。徹底した顧客管理システム、サプライ
ヤーと売場をつなぐ情報システムを整備すれば、
居抜きでも使うことが可能だ。また、働く人も地
元の高齢者や学生インターンシップを活用すると
いう方法がある。不況下だからこそ、実現性のあ
るプロジェクトとして提案したい。

国内動向


