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豊かさを実感できる社会を資源循環システムでつくる
02

「循環経済の発展」に向けて法律や
社会制度の整備が進む中国。
その中国で富士ゼロックスの資源
循環システムが稼動した。さまざま
な人々に支えられ、今立ち上がろう
としている活動を紹介する。

省エネルギーやCO2排出量の
削減を呼びかける、洛陽市に
よる「2009年環境宣伝週間」
のキャンペーン
（新華社 曾憲平氏撮影）
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豊かさを実感できる社会を資源循環システムでつくる

中国政府は、 2006年3月に開催し
た第10期全国人民代表大会第4次会
議において、2006年から2011年まで
の「第11次国民経済社会発展5ヵ年計
画」を採択した。そのなかで過去5年間
のエネルギー資源の過剰消費と廃棄物
による環境汚染の激化を踏まえ、「資源
投入の増加」による経済成長から「資源
の利用効率の向上」による経済成長へ
の転換を図ろうとしている。

その5ヵ年計画の第6編は「資源節約
型、環境調和型社会の建設」と題され、
循環経済の発展、自然生態系の保護と
再生、環境保護の強化、資源管理の強

化、海洋・気候資源の合理的利用の在
り方など多方面にわたる施策が並べら
れている。これらを受け、政府は循環経
済の構築促進のための政府目標や具体
的な指標を示した。

その後、2006年から始まった全人代
の環境資源保護委員会の審議を経て、
2008年8月、北京オリンピック開催中に

「循環経済促進法」が成立し、2009年
1月から施行された。循環経済促進法
では「循環経済の発展を促進し、資源
利用率を高め、持続可能な発展を実現
する」（同法第1条）ことを目的に掲げた
上で、循環経済を「生産、流通及び消費

などの過程でなされる減量化、再利用、
資源化活動のすべて」（同法第2条）と
定義している。

この循環経済促進法において、製品
等の生産者には、リサイクル設計、指定
有害物質の使用制限、強制回収リスト
で指定された製品や包装物の回収など
の義務が課されている。しかし、実際は、
生産者への義務や責務は努力目標に
とどまるものが多く、肝心の強制回収
リストもまだ十分に整備されていない。
先行諸国と同様の法律や制度は取り入
れたものの、同法に基づく運用はようや
くスタートについた段階なのである。

2008年1月、中国・蘇州に富士ゼ
ロックスエコマニュファクチャリング

（蘇州）が設立された。香港・マカオ・
台湾を除く中国全土から回収した使用
済みの複写機・複合機や消耗品カート
リッジを約70カテゴリーに徹底的に分
解し、部品リユースや再資源化を行なう
ことによって、「廃棄ゼロ」、「汚染ゼロ」、

「不法投棄ゼロ」を目指す資源循環シ

ステムの稼動開始である。日本（1995
年）とタイ（2004年）に次ぐ3番目の拠
点で、これによって富士ゼロックスの事
業エリアであるアジア・パシフィック全
体をカバーする独自の資源循環ネット
ワークが完成した。

同社の設立段階から建設現場と蘇
州市政府との間を奔走した総経理の大
竹雄二は語る。｢富士ゼロックスの資源

中国の循環社会政策の黎明

中国での資源循環システムが稼動

富士ゼロックスエコマニュファクチャリング（蘇州）
総経理　大竹 雄二

約70カテゴリーに徹底的に分解・分別し、
高い技術と信頼性をもつリサイクルパートナーが再資源化

回収、分解・分別、再資源化の各段階において
品種・個数・重量を管理するトラッキングシステムを構築

中国全土で発生する使用済み商品を
回収し、統合リサイクル拠点に集める
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回収個数、品種、 重量等の情報を集約
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「廃棄物問題に国境はない」、「ダブル
スタンダードは許さない」（サステナビ
リティレポート2005で紹介）という関
係者の熱意である。この気持ちを失わ

循環は、80年代後半にヨーロッパで始
まったリサイクルをきっかけに、技術者
や営業が創意工夫を加え､法律や制度
ができる前から日本のお客様にその大
切さを説明してきました。今度は、中国
の社会で実践してお役に立ちたいと思
います。中国政府が『循環経済の実現』
という高い理念を示していることに共感
を覚えますし、蘇州市政府の方々が私た
ちの取り組みを評価し、期待してくれて
いることで、とても励みになっています」。

富士ゼロックスが国際規模の資源
循環ネットワーク構築を進めた原点は

こうした資源循環システムを、販売
と保守サービスを担当する富士ゼロッ
クスチャイナの従業員はどのように受
け止めているのだろうか。南京、蘇州、
杭州の販売代理店への営業を担当す
る陳幼法は語る。「自分が販売した複
写機の多くは、使用後に解体・売却さ
れ、残りは郊外に不法投棄されていま
す。その事実にとても心を痛めています。
ですから、蘇州の資源循環工場が稼動
したことを聞いて、とても興奮しました
し、すべての代理店に早く伝えなくては
と思いました」。直接の収益につながら
ないリイサクルへの協力を代理店に納

得してもらうのは難しい。
しかし、陳幼法には、中国
社会の未来にとって不可
欠な活動だという強い信
念がある。「代理店だけに
任せるのではなく、お客
様に対して、この仕 組み
の真の価値を伝えること
が重要です。この取り組みを加速する
ために富士ゼロックスがやるべきこと
はたくさんあります」と陳幼法。「消耗
品の外箱にこの活動の狙いや回収方
法を記載したシールを貼るのが効果的
だ」、「お客様への説明用パンフレット
をつくろう」、「工場見学会を定期的に
実施すべきだ」と彼のアイデアは尽き
ない。陳幼法の信念は多くの同僚や代
理店を動かし始めた。

一方、直接お客様を担当する直販部
門は、保守サービスを担当するカスト
マーエンジニアを通じて、使用済みの
複写機や消耗品カートリッジの回収協
力をお客様にお願いする活動から取り
組みを始めた。当初、営業担当の多くは、
資源循環活動は有力な差別化ポイン
トにならない、回収への協力依頼は新
たな負担になりかねない、と尻込みし

た。そこでお客様との接点が多く、信頼
も厚いカストマーエンジニアがその役
割を担うことになったのである。カスト
マーエンジニアの黄家龍は語る。「資源
循環の説明と教育を受けた直後は、お
客様が協力してくれるかどうか心配で
した。しかし、取り組みの主旨を聞いて
くださるお客様の多くは、回収にも協
力してくださいます。なかでも、大学や
大手企業など環境意識の高いお客様
は、複写機や消耗品カートリッジのリ
サイクルについて関心が高く、私たちの
取り組みを高く評価してくださいます。
お客様に機械の環境側面の性能や廃
棄の仕方をきちんと語れることは私た
ちにとっても誇りです」。中国社会の成
熟や市民の生活改善に向かって正しい
仕事をしている、という実感が従業員
の姿勢を確実に変えている。

変わる従業員の姿勢

富士ゼロックスチャイナ　陳 幼法

ないために、富士ゼロックスは「海外展
開時の基本の考え方」と「基本4原則」
を定め、関係者全員で共有している。

海外展開時の基本の考え方
❶�メーカーの責任として、工場を管理・
運営し、リスクを回避する。
❷�日本同等の一貫したリサイクル品質
を保証する。
❸�各国・地域の環境負荷の低減を目
指す。

基本4原則
❶ メーカーの責任で回収することにより

不法投棄を防止する。
❷ 廃棄物になるものは持ち込まない。
❸ リサイクル拠点国・地域に環境インパ

クトを与えない。
❹ リサイクル拠点国・地域にメリットを

還元する。

［富士ゼロックス サステナビリティレポート2005］
▶http://www.fujixerox.co.jp/company/sr/2005/
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富士ゼロックスチャイナの代理店で
ある蘇州市蘭陵弁公設備有限公司の
任凭総経理は、蘇州の資源循環工場が
稼動したことを聞き、まさにわが意を得
たり、という気持ちだったという。「中国
の社会では、中古再生品、解体資材、廃
棄物などが『適切でない方法』で扱わ
れ、環境問題の原因になっています。数
年前、富士ゼロックスの日本の工場（神
奈川県海老名市）で資源循環のライン
を見学した際、中国でも早くこうした
システムを導入しなければいけないと
感じました」。任凭氏は早速、自社の従
業員を集め、資源循環システムへの協
力を宣言し、この活動の目的や内容を
営業担当に教育した。そして自腹で報
奨金も用意し、使用済みの複写機や消
耗品カートリッジの回収を進めた。「当

富士ゼロックスエコマニュファクチャ
リング（蘇州）が操業を開始して1年
6ヵ月。総経理の大竹は、次の目標とし
て部品やカートリッジのリユース量の

初、お客様の理解が得られませんでし
た。不法に横流して儲けようとしている
のではないか、といった誤解も受けまし
た。そこで、富士ゼロックスから認定証
をもらい、正しい仕組みであることを伝
え、徐々にですが協力してもらえるよう
になりました」。任凭氏は営業の先頭に
立って動き回った。回収に協力してもら
えないお客様には何度も訪問し、説明
を繰り返すことで理解が得られるよう
になったと言う。任凭氏は語り続けた。

「富士ゼロックスの資源循環システム
は、ビジネスにも中国の社会にとっても
正しいやり方だと思います。これらを定
着させるには、環境を大切にする市民
の気持ちを醸成することが不可欠です。
そのために政府には積極的な指導を期
待します」。富士ゼロックスの関係者に

増加をあげた。リユース量が増えると、
製造原価の低減や環境会計の黒字化
につながる。「この活動が多くのお客様
に評価され、富士ゼロックスチャイナの
販売に貢献できるような、つまり中国の
マーケティング戦略に活用してもらえ
る大きな仕掛けにしたいですね。お客
様や政府と協力して中国社会の廃棄物
問題の解決に多少なりとも役立つこと
ができるよう頑張ります」。大竹はその
意気込みを語る。

中国における販売の責任者である徐
正剛は語る。「今、中国では、環境問題
への対応が迫られており、政府も新し
い法律や社会制度の充実を図っていま
す。生産者・販売者として、その一翼を
担うことは、社会に対する企業の責任
として重要です。しかし、当社の資源循
環の取り組みに対する現時点での理解
は、お客様や代理店だけでなく、従業員

も含めて十分ではありません。私は、当
社の取り組みを多くのお客様や政府の
方々に積極的に伝え、正しく理解しても
らうことが重要だと思っています。そし
て、リユースの量を増やし、原価低減な
どの効果をお客様に還元するところま
でリーダーシップを発揮したいと思い
ます」と熱く語った。
「廃棄物問題に国境はない」、「ダブル

スタンダードを許さない」、富士ゼロッ
クスのこの姿勢が多くの人々の心に火
をつけた。中国における「和諧（調和の
とれた）社会の実現」は、大量生産、大
量消費、大量廃棄など「負の遺産」を背
負った先進各国の反省と学習の上に進
められている。持続可能な社会の実現
はどのようにあるべきか、世界の人々が
知恵を出し合って考えたい。豊かで調
和の取れた中国社会の実現に向けて関
係者の挑戦は続く。

広がる共感の輪

残された課題

蘇州市蘭陵弁公設備有限公司
総経理　任 凭 氏

富士ゼロックスチャイナ　総裁　徐 正剛

生まれた熱い気持ちは、中国の代理店
の経営者に確実に伝わった。
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