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同志社大学人文科学研究所第 20期第 5研究（ソーシャル・イノベーション学）公開講演会 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝  

グリーン社会にむけて自らが担うソーシャル・イノベー

ションを考える：エネルギー政策、ESG 経営、地域循環

型農業  

日時：２０２１年３月２日 14時～16時半  

 

開催趣旨・開催団体に関して（服部篤子 ） 

 今日はお忙しい中、お越しいただきまして誠にありが

とうございます。たくさんの方からお申し込みいただき

まして大変嬉しく思っています。ここ、京都会場は同志

社大学の烏丸キャンパス志高館 1 階におります。今日の

スピーカーは、服部崇先生、金田さん、それから船橋さんにお話しいただきます。船橋さ

んは岩手県八幡平からオンラインで繋がっています。 

 この講演会は、同志社大学 人文科学研究所 第 5部門研究の主催でこれから始めさせて

いただきます。第 5 部門研究といいますのは、ソーシャル・イノベーション学を構築する

にあたって、どのように実践及び研究をしていくのか、ということを 3 年間切磋琢磨して

いる部門であります。本日のプログラムが皆さんと画面共有できていると思いますけれど

も、まず第一部と第二部に分かれています。第一部では、お三方から 20分程度ずつお話し

いただき、問題提起・事例発表いただきます。その後、ディスカッションということです

が、最初に第 5 部門研究の先生方と質疑応答して頂き、その後フリーディスカッションと

いう風に進めていこうと思っているところです。 

 主催は申し上げた通り、第 5 部門研究でございますけれども、ソーシャル・イノベーシ

ョン学会の協力で進めてまいります。日本ソーシャル・イノベーション学会につきまして

は、また後ほどご説明させていただきたいと思いますが、2018 年に発足しまして、社会の

課題に向き合おうと実践する研究者が集っておりますので、是非皆様もご参加いただきた

いと思います。企画の方で、ミツバチラボと載せさせていただきましたが、「ミツバチラ

ボって何かしら」とご関心を持っていただけたかなと思いますが、持続可能な経済を支え

る共創コミュニティを再考する研究です。その解を見出すために都市養蜂ということに取

り組んでおります。こちらに関しましては、また改めて色々な場面でお話を聞いていただ

き、交流をさせていただきたいと思っております。ゴールはですね、「災害・危機に強い

コミュニティのあり方」を提案するということをゴール設定しております。多くの方にご

協力をいただいております。本当にありがとうございます。 

 さて、まずは第 5部門研究の代表、今里滋先生からご挨拶を頂戴したいと思います。 
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開会の挨拶（今里滋 ） 

 では私の方から挨拶をさせていただきます。ただいまご紹介に預かりました第 5 部門研

究の代表をしております、同志社大学政策学部および大学院総合政策科学研究科の今里で

ございます。この 3 月をもって定年退職ということで、おそらくこれが同志社大学教授と

しての最後の挨拶になるのではないかという、ある意味感慨にふけりつつ挨拶をしており

ます。我々の大学院には、ソーシャル・イノベーションコースというものがありまして、

これは 2006年に誕生いたしました。おそらくソーシャル・イノベーションというキーワー

ドを冠したですね、最初の研究科ではなかったかという風に思います。2 年前にドイツの

ソーシャル・イノベーション研究の方が、ロシア出身の方でしたけど、いらっしゃいまし

て、「いやいや、世界的に色々見てきたけども、ソーシャル・イノベーションの研究科と

いうものは世界的にもないよ」という風に言われてですね、「そうか、世界的にもユニー

クな研究科を我々はつくったんだな」という風に、ちょっと鼻の高い思いをしました。 

 ソーシャル・イノベーションとは何か、ということがなかなか難しい、定義上、概念規

定上難しいのですけれども、私はもう簡単にいうと、「この世の中を天国にするための研

究」だという風に思ってます。ここにおられる方はまだ天国に行ったことがないと思うん

ですけども、もちろん地獄ではなく、天国に行きたいと思うのですけども、じゃあ明日行

こうかということにはなかなかなりませんけども、わざわざ死んで天国に行かなくても、

この世の中をですね、天国にするというそういう発想もあって良いかと思います。 

「天国よいとこ一度はおいで」というようなことが昔流行りましたけど、天国には苦し

みも悩み何もないということで、非常にハッピーな、気持ちの良い世界だという風に、

色々な宗教家から聞いておりますが、そういう天国をこの世に実現していくために、我々

ができることをやる、何をやればいいのか、どうやればいいのかというですね、そういう

戦略・戦術を学術的に考えるのがこの研究科であります。そういうソーシャル・イノベー

ションを学問的に、一つのディシプリンとして構築していこうということで、我々の第５

研究グループは、ソーシャル・イノベーション学の総合的研究という、ある意味、壮大な

テーマを立ち上げてこれまで研究をしてきました。 

本日のセミナーもその一環ということで行われます。特に環境・SDGs・サステナビリテ

ィといったキーワードが飛び交うと思いますけど、やはり現代ではサステナビリティとい

うのがこの世を天国にしていくための１つの重要な課題だという風に思っております。特

にはパネリストの皆様の知見に満ちた刺激的なお話を聞けるのが私も大変楽しみにしてお

ります。本日はどうぞ最後までお付き合いいただきますようお願い申し上げて私の挨拶と

させていただきます。どうもありがとうございました。  
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本日の趣旨に関して（服部篤子 ） 

 続きまして、本日の趣旨を説明します。進行を務めさせていただきます服部篤子と申し

ます。よろしくお願いします。今画面に写っていますのは、第 1 部に出演いただきますお

三方です。服部崇さん、金田晃一さん、船橋慶延さんです。 

 本日の趣旨ですが、グリーン社会とソーシャル・イノベーションということで進めてお

りますけども、「グリーン社会ってどういう社会なんだろうか？」といったところを考え

ています。昨今メディアでも取り上げられ、国内外においても議論されているところでは

ありますが、そういった社会というのは本当は何色？っていう位、どんな社会だろうか、

そしてその社会をデザインするのは誰なんだろうか、今、非常に大きな転機があるのでは

ないかと思っているわけですけれども、何をどう変えていくのだろうか、と考えています。

ソーシャル・イノベーションというのは、そういった変化を追い、また変化を創っていく

というところの学問であるかと思いますので、そのあたりを解明したい、と思いました。 

全ての人が、これは自分ごとであるはずではないだろうかと思った時に、我々一人ひと

りは、何にどう向き合うことができるのでしょうか。 

今日はまず第 1 回目という位置づけとさせて頂いています。このグリーン社会とソーシ

ャル・イノベーションの研究は、本日 1 日で終わるものではなく、これからの社会を一緒

につくっていくための第一歩を何かやりたいというのが趣旨になります。これからですね、

色々な事例を追求していきたいと思っています。ソーシャル・イノベーションというのは、

やはりセクターを越えて、連携してコラボして進めていくことが必須でありますので、そ

ういった事例も共有していくということができればいいなと思っております。そして 1 年

目のゴールというところは、グリーン社会のライフスタイルとはどんなものなのだろうか、

といったところを話し合いたいと思っております。 

少し長くなりましたが、早速、第１部に入っていきたいと思います。皆様にお願いです

けども、質問等はチャットに入れていただければと思っています。お三方のご説明の後、

第５研究部門の先生方が質疑応答しまして、その後フリーディスカッションとします。そ

の間に皆さん方のチャットを見ながら編集をしたいと思います。限られた時間ではござい

ますけれども、ご質問・ご指摘のある方はチャット等をご利用ください。 

 それでは第１部トップバッターは、グリーン社会に関する様々な政策が出ていてですね、

常に多様な文献とサイトを見ていないと分からないな、と思っております。そこで、服部

崇先生に「グリーン社会にむけた政策はどうなっているのか」という大きなタイトルを投

げさせていただきました。それではバトンタッチさせていただきます。よろしくお願いい

たします。 
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グリーン社会におけるエネルギー政策とは？ 

グリーン社会に向けて自らが担うソーシャル・イノベーションを考える 

（服部崇氏 京都大学 経済研究所教授 ） 

 ご紹介いただきました京都大学の服部と申します。本日は「グリーン社会に向けて自ら

が担うソーシャル・イノベーションを考える」ということで、これから皆さんと一緒に考

えていきたいと思います。私に与えられましたのは「グリーン社会におけるエネルギー政

策」について話題提供をせよとのことでした。グリーン社会とは何かということですが、

今里先生がおっしゃられるように天国に近いのかどうかは分かりませんが、ここでは皆さ

んとグリーン社会について考えていくことができればと思っています。 

 そもそもグリーン社会はどのような社会なのかを考えるにあたって、前半では、SDGs や

気候変動に関するパリ協定の動きを紹介し、気候変動に対する対策を強化する動きをお話

しします。そして、後半ではその先にあるグリーン社会においてはどのようなエネルギー

政策が展開されているだろうかということを考えていきたいと思います。 

 グリーン社会を考える際には最初に SDGsについて考えてみるのがよいと思います。2015

年に SDGsが生まれたことは皆さんよくご存知だと思いますが、SDGｓでは 17の国際目標が

作られました。それ以前のミレニアム開発目標よりも包括的なものになったわけですが、

SDGs の 7 番目の目標として、エネルギーについて幅広い人達で対応していくことが掲げら

れました。さらに、SDGs の 13 番目の目標として、気候変動についての対応を行っていく

ことが掲げられました。こうした SDGs の目標を達成するために 2030 年に向けて行うべき

ことが国連の場で決められました。このように SDGsにおいても気候変動についての対応が

位置づけられているのですが、気候変動対策に関する国際的な仕組みは同じ 2015年にパリ

協定として合意して、気候変動による将来の変化を一定のところに抑えることが目標とし 
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て明確になりました。パリ協定によって、産業革命以降の地球の平均気温上昇を 2 度以内

に抑え、さらには１.5 度以内に抑えるように努力することとなりました。これを実現する

ために各国は対策を実行するとともに、五年毎に対策を強化していく。そして、各国の対

策については国際的にレビューを行い、さらにやるべきことを決めていくという循環的な

仕組みが作られました。1.5 度以内に抑える目標については 2018 年に IPCC がより厳密か

つ包括的なレビューの結果をとりまとめました。IPCC による報告書の結果、対策を強化し

ていけば 1.5 度以内に抑えることも全く不可能ということではないということとなり、対

策を強化していく機運が国際的に高まりました。実際には、二酸化炭素をはじめとする温

室効果ガスの排出を早期に大幅に削減することが必要になります。どれくらいのタイミン

グで、どれくらいの対策を取ることができるかが重要となります。 

 IPCC による報告書には気候変動対策と SDGs との関連についても示されています。ここ

では、気候変動対策を進めていくことと SDGs の 17 の目標とがどのような関係になるか、

トレードオフとなるかシナジーとなるかを見ています。トレードオフが見られる場合は、

気候変動対策を行うと逆に SDGsの目標の達成にマイナスとなる。シナジーが見られる場合

は、気候変動対策を行っていくことが SDGsの目標にもプラスに働くこととなる。全体的に

見るとシナジーが多い。他方、トレードオフが見られるものもある。このように、いかに

トレードオフを少なくして気候変動の目標に対応していくかを IPCCとしても議論している

ことに注目していただきたいと思います。 

 気候変動対策を強化していかなければならないという認識が広がる中で、2050 年までに

カーボンニュートラルを達成することを目標とすることが各国に広まってきています。ヨ

ーロッパ、カナダ、アフリカ、中南米その他の国も含め、かなり多くの国が 2050年のカー

ボンニュートラルにコミットしています。アメリカもバイデン政権になって、2050年のカ 
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ーボンニュートラルを宣言しました。中国は 2060年にカーボンニュートラルを達成すると 

昨年の秋に宣言しました。日本は、皆さんご存知のように、昨年 10月の臨時国会で菅総理

が演説を行い、2050 年のカーボンニュートラルを目標としてグリーン社会を実現していく

ことを掲げました。これまでは、2030 年に向けて 2013 年比 26 パーセント削減、長期的に

は今世紀の後半のできるだけ早い時期にカーボンニュートラルを実現しようということが

日本の目標になっていました。これまでの計画を深掘りしてより早くカーボンニュートラ

ルを達成するには何をすべきかを議論する段階に入りました。目標達成を実現するために

EU は法律を作って対策を進めており、イギリス、中国、アメリカもそれぞれ努力している。

こうした中で日本も短期的に何をするのか、中期的、長期的に何をするのかを具体的に議

論しなければなりません。 

 カーボンニュートラルは、国、政府だけが実行しようとするだけでは十分ではなく、

様々な関係者が対応しなくてはいけない。１つには企業の対応が必要となります。最近で

はカーボンニュートラルを目標として宣言する企業は増えてきています。調べたデータで

は 72社がカーボンニュートラルを目標に掲げていますが、今後も増えていくと思います。

ただし、分野によって対応しやすい企業と難しい企業とあると思いますので、いかに対応

するところを拡げていくかが課題となると思います。また、経営の中で実際にどのような

対応が行われているのかが気になりますが、ここは金田さんがご専門だと思います。投資

家においても、カーボンニュートラルに近づく活動を行う企業に投資するのかそうでない

のかが考えられます。投資判断を行う基準、企業の何を評価するかを考える必要がありま

す。地方公共団体も各地でカーボンニュートラルを宣言する動きが出ており、ここ京都市

でも SDGsを含めとても力を入れています。このように、単に政府がこれをするということ

ではなく、各界でどういう対策を行っていくかが重要になってくると思います。 



7 

 

 

 

グリーン社会の実現については、官邸ホームページに５つの見出しが掲げられています。

具体的には、「革新的なイノベーションの推進」、「エネルギー政策の推進」、「グリー

ン成長戦略の実行計画」、「新たな地域の創造」、「脱炭素ライフスタイルへの転換」が

掲げられています。これらについては、実際には何をどのようにして実現していくのか議

論を深めていく必要があります。エネルギー政策の推進については、現在、エネルギーの

安定供給（Energy Security）、環境適合性  （Environment）、経済効率性  の向上 

（Economic Efficiency）、安全性 （Safety）すなわち「3E+S」が言われていますが、そ

れで十分なのか、あるいはそれを越えて何かできることがあるのかを考える必要がありま

す。エネルギーの安定供給については、おそらくグリーン社会でもなされてなければいけ

ないと思いますし、環境適合性については、グリーン社会の中心的な課題としてわりと納

得されるところだと思います。経済効率性の向上については、グリーン社会においてはど

のように考えればいいのか。それから安全性、安全であるということがどのようにして達

成できるのかを考えていく必要がある。要するに、「3E+S」はグリーン社会においても

そのままで良いのか、あるいは、何かは要らず、何かは足すべきなのかを考えていく必要

があるのではないかという問題提起をしたいと思います。 

 エネルギーを考える際には供給サイドと需要サイドの両面を考える必要があります。供

給サイドについては、どのエネルギー源をどの程度使用するかというエネルギーミックス

の問題があります。グリーン社会、ゼロエミッションの世界では、おおむね再生可能エネ

ルギー＋その他の二酸化炭素排出をしないものに限る世界を想定するわけですが、化石燃

料については仮に使用するのであればその使用による温室効果ガスの排出を吸収すること

を含めて対応していかなければならないことになります。需要面については、産業界の対 
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応、運輸部門の対応、そして我々みんなの対応があるわけです。産業界については、カー

ボンニュートラルを宣言する企業が出てくる中で、産業界全体に拡げていく際にできない

ところをどうするか、あるいは対策を進める企業においてもどのように進めていくかが課

題となります。運輸部門については、多くの自動車あるいは飛行機、船舶は化石燃料を使

って動いているわけで、いかに化石燃料でないエネルギー源にシフトしていくかというこ

とがあります。民生部門についても個人個人がどのようなことを行っていくかが課題とな

ります。こうした論点をそれぞれ考えていくということを後のパネルディスカッションで

行いたいと思います。以上です。 

 

服部篤子 

 ありがとうございました。大きくカーボンニュートラルにむけて舵を切ったこと、パリ

協定と SDGs の関係などご説明いただきました。How の部分はどうなっているの？といった

ところが重要であろうかと思いますし、短期的、長期的な議論が必要だということでした。

特に私たちが直接関係する民生部門はどうなっているの？というところが気になります。

そこで、先ほどから話が出ている企業の動きが大きくこのグリーン社会に影響していると

思いますので、複数の企業のキャリアをお持ちである金田さんからお話をいただきます。 
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「社会価値」創出のための 10タイプ・イノベーション 

●プレゼンテーション 

 

「社会価値」創出のための 10タイプ・イノベーション（金田晃一さん） 

 NTT データでサステナビリティ業務を担当している金田です。キャリアとしては、まず、

ソニー渉外部とアメリカ大使館経済部で通商政策を約 10年間担当しました。アメリア大使

館勤務時、土日に日本テレビ・アナウンスカレッジで研修を受け、修了後、ブルームバー

グ テレビジョンに転職し、アナウンサーとして、2年間、経済・企業ニュースを担当しま

した。その後、CSR 担当として、1999 年にソニーに再入社し、以降、大和証券グループ本

社、武田薬品工業、ANA ホールディングス、そして、現在の NTT データと、このサステナ

ビリティ分野で 22年間のキャリアを重ねてきました。 

 今、服部崇先生から、マクロ的、政策的な立場から持続可能な社会をどう創るかについ

て、特にエネルギー問題を中心にお話がありましたが、私の方は、企業経営のミクロ的な

話をしたいと思います。テーマは「社会価値」を創るための 10タイプのイノベーションで

す。イノベーションと言っても、技術革新に限定したものではなく、「新しくてインパク

トのある取り組み」という意味で捉えてもらえればと思います。話の元ネタは、東京財団

政策研究所が 2014 年以降毎年発行している「CSR 白書」の 2020 年版に掲載されている論

考です。そのアップデート版を 20分間程度でお話しします。 

 その前に、話の前提について整理しておきましょう。これまで、企業が行うイノベーシ

ョンは、①利便性や機能性の高い製品・サービスから創出される「顧客価値」と、②コス

ト削減に貢献するリーン生産方式など企業自身が享受する「企業価値」という 2 つ軸を中

心に議論されてきました。 

https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=3666
https://www.tkfd.or.jp/research/detail.php?id=3666
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そして、そのような「顧客価値」を創出する製品・サービスが多くの消費者によって活用

され、あるいは、「企業価値」を創出する事業プロセスが広く産業界に普及し、“結果と

して”、社会に大きなプラスのインパクト、すなわち「社会価値」を創出した場合、その

ような製品やサービス、また、事業プロセスは「イノベーティブである」との評価を得て

きました。しかし、社会の持続可能性に赤信号が灯る SDGsの時代になると、企業は、“結

果として”ではなく、“最初から”社会の持続可能性向上の観点での「社会価値」創出に

取り組むよう要請されることになりました。これまでの「顧客価値」、「企業価値」の創

出を主目的とするイノベーションから、持続可能性向上という「社会価値」の創出を主目

的、今風に言えば、パーパスとするイノベーションへのシフトが始まりました。これが基

本認識となります。 

 2013 年にノースウェスタン大学フェローのラリー・キーリー氏が「顧客価値」と「企業

価値」の創造に向けて企業が行う 10タイプのイノベーション・アプローチを提唱していま

す。そこからインスピレーションを得て、私の場合は、「顧客価値」や「企業価値」では

なく、社会の持続可能性を高める「社会価値」の創造を主目的として、企業が経営上のイ

ノベーションを起こしたら、「この 10 タイプはどのような名称に変わるのか」、また、

「その 10タイプに分類される具体的な活動とは一体どのようなものなのか」について考え

てみることにしたわけです。 

 

 それでは始めます。まず１つ目のイノベーションは、企業に期待される一丁目一番地、

すなわち、「社会価値」を創出する「製品・サービス・イノベーション」です。先ほどは、

今までに無い使いやすいモノとか、あるいは画期的な機能を持った製品・サービス、 

https://design.northwestern.edu/people/profiles/keeley-larry.html
https://www.doblin.com/dist/images/uploads/Doblin_TenTypesBrochure_Web.pdf
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すなわち、「顧客価値」を創出するイノベーションについて触れましたが、多くの企業は、

同時に「社会価値」を創出するイノベーション、すなわち多様な社会課題がその製品・サ

ービスの利用を通じて解決に向かう、そのような機能を持った製品・サービス、またはソ

リ ュ ー シ ョ ン を 提 供 で き な い か 、 と 考 え て い る わ け で す 。 

 NTT データのオファリング例になりますが、AW3D®︎という高精細デジタル 3 D マッピング

技術があります。すでに、防災計画の策定や感染症の病原菌の発生源の特定などの用途で、

世界 130 ヵ国以上で活用されており、社会の持続可能性向上に役立てられています。とい

うことで、1 つ目の「社会価値」創出を念頭に置いたイノベーションとは、社会課題の解

決に資する「製品・サービス・イノベーション」ということになります。このような事例

は「NTT データ サステナビリティレポート 2020 Casebook」に 20 例程度掲載されていま

すので、ご確認いただけると嬉しいです。 

 

 2 つ目の社会価値を生むイノベーションは、その製品やサービスを開発したり、作った

り売ったりする「事業プロセス」で生まれます。先ほど、服部崇先生から環境負荷の話が

ありましたが、環境破壊、人権侵害、コンプライアンス違反など、企業は、事業プロセス

において社会に負荷や迷惑をかけることで社会の持続可能性を損なう「社会価値」の棄損

に加担してしまうことがあります。社会に対する負荷、別の言い方では外部不経済ですが、

どのようなイノベーティブな方法を使って外部不経済を最小化して内部化するかに関わる

「 事 業 プ ロ セ ス ・ イ ノ ベ ー シ ョ ン 」 が 2 つ 目 の 枠 と な り ま す 。 

 このイノベーション枠に入る事例として、AＩ指針を取り上げます。AI は社会課題の解

決に大きく貢献しますが、同時に、その開発や運用面で脇を甘くしてしまうと、差別を 

https://www.nttdata.com/jp/ja/lineup/aw3d/
https://www.nttdata.com/jp/ja/-/media/nttdatajapan/files/sustainability/report/library/2020/sr2020cb_all_p_jp_01.pdf
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助長するなど人権侵害につながる問題を引き起こす恐れがあります。そこで、ソニー、 

NEC、富士通、日立、そして NTT データなど主要な IT 企業は AI 指針を策定しています。

「NTTデータグループAI指針」の場合、第１項「持続可能な幸福社会の実現」には、「NTT

データは、社会の持続可能性と人間社会の幸福を重要視します。AI による社会課題の解決

を推進するとともに、多様性を認め、基本的人権に配慮し、AI 適用を行います。」との記

載があります。IT企業にとって AI指針は「人権方針」でもあるのです。 

 

 3 つ目の「社会貢献イノベーション」に移ります。企業の社会への関わり方というと、1

つ目の事業の成果物である「製品・サービス」と、2 つ目のその開発、製造、販売などの

「事業プロセス」に目が行きがちです。ラリー・キーリー氏は、「顧客価値」と「企業価

値」を創造するイノベーションについて論じているので、この社会貢献活動でのイノベー

ション枠は想定外でした。他方、私の場合は、企業による「社会価値」を創造するアプロ

ーチをテーマにしているので、寄付やボランティア活動に代表される社会貢献活動の枠は

必須であり、新設したわけです。 

 因みに、社会貢献活動というと「『企業価値』の創出に関係ないので経営にとってそれ

ほど重要ではない」とお考えの方も多いと思います。しかし、この分野こそ、現在、イノ

ベーティブな経営の文脈でホットな議論が展開され、実例も生まれています。先日、マイ

クロソフトとトークセッションを行いましたが、マイクロソフトは、5 年間で 170 億円の

予算を社会貢献プログラム「AI for Good」に充てるそうです。「社会価値」創造を念頭に

置いた活動であると同時に、最終的にはビジネスに貢献する社会投資であるとの説明があ

りました。 

 また関連するもう一つの象徴的な事例があります。これまで企業間の協業と言えば、 

https://www.nttdata.com/jp/ja/-/media/nttdatajapan/files/news/release/2019/nttdata_ai_guidelines.pdf?la=ja-jp&hash=33AFC45C4E34DB9A18FCC113E24EFB03A60CB902
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調達、生産、販売など、ビジネスに関連する項目で占められるのが一般的でした。しかし、

2020 年 6 月に締結したマイクロソフトと NTT データの協業の場合、4 つ目の協業項目は、

まさに、社会貢献活動の戦略的連携に関するものでした。社会貢献活動は、文字通り、先

行して「社会価値」を創造しますが、NGO/NPO やスタートアップ企業を支援する過程で、

企業は、社会課題を学ぶ、言い換えれば、将来のビジネスの種を見つけることが可能です。

サステナビリティ先進企業の間では、将来のデジタルを活用した事業創造を目指し、いか

に多くの社会課題に関する情報と解決のためのユニークなアイデアを世界中から集めるか、

という点で競争が始まっているのです。 

 

 4 つ目は「ステークホルダー・エンゲージメント・イノベーション」です。ラリー・キ

ーリー氏は、顧客エンゲージメント、すなわち、製品・サービスを購入してもらうために、

どうやってお客様とより良い関係を作るかに注目したわけですが、私の場合は、サステナ

ビリティの文脈で、お客様だけでなく、その他の主要なステークホルダーと、どうやって

良い関係をつくっていくのか、そのためのイノベーティブなアクションは何なのかについ

て考えました。この枠に入る NTTデータの具体的な事例が、つい先日の 1月 28、29日に開

催しました「NTT DATA Innovation Conference」となります。技術革新や未来社会の潮流、

また、それらに関する NTTデータの考え方やオファリングを 30以上の講演を通じて提供す

るオンライン・イベントです。これまでは、技術的なアピールが強かったのですが、2020

年から、セッションに SDGs枠が新設され、お客様やビジネスパートナーだけではなく、国

連関連機関、政府、NGO など、様々なセクターの方々とのエンゲージメントを進めるイベ

ントになりました。2020 年は「デジタルの光と影」というテーマを取り上げました。先ほ

ど触れた「NTTデータグループ AI指針」の策定の背景にも関係してきますが、 

https://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2020/061001/
https://www.nttdata.com/jp/ja/innovation-conference/
https://www.nttdata.com/jp/ja/data-insight/2020/0313/
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「AIソリューションビジネスを円滑に進めるためには、AIが孕むリスクをしっかりと認識

しておく必要がある」というメッセージを発信しました。2021 年は、これも先ほど触れま

したが「デジタル・フィランソロピー」をテーマに、「戦略的な社会貢献活動を通じて、

社会課題を素早く大規模に把握、理解したうえで、デジタルを活用した解決策を見つけて

事業化する、という競争が始まっている」という視点を提示しました。 

 

 次は 5 つ目、「チャネル・イノベーション」です。これは元々、旗艦店を置くなど、チ

ャネルを通してお客様と繋がり「顧客価値」や「企業価値」を作るイノベーションを指し

ますが、「お客様と『社会価値』を共創するようなチャネルは何か」という問いに置き換

えて考えてみました。そこで、社会課題からお客様と一緒に議論してビジネスを創る NTT

データの SPLAB™️を紹介したいと思います。これまでのビジネスは、お客様からの依頼に着

実に対応していくモデルが主流でしたが、近年、そのお客様の要望の背景にある、より根

源的な社会課題とは何かについて深く掘り下げ、そこで見つけた課題を勘案した上で、よ

り質の高い提案、そしてオフォリングをする、という発想が重要視されてきました。この

発想を具現化して、金融分野のお客様を対象に始めたものが SPLAB™️となります。デザイン

思考のワークショップなども活用した「チャネル・イノベーション」になります。 

 

https://www.nttdata.com/jp/ja/data-insight/2021/0407/
https://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2020/080300/
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 6 つ目は「フォローアップ・イノベーション」です。元々は、お客様に製品・サービス

を提供した後、魅力的な関連サービスを次々に展開して更に収益を上げる、という「サー

ビス・イノベーション」という名称のイノベーション項目でしたが、そこから発想して、 

何か一つ「社会価値」を創造するコアとなる活動をした場合、その価値をさらに高める 

ために幾層にもアクションを起こしていく、その様を私は「フォローアップ・イノベーシ

ョン」と名付けました。 

 

 ここでは、NGO/NPO の DX 化を進める「ソーシャル・テクノロジー・オフィサー（STO）

創出プロジェクト」を事例として取り上げます。ITは NGO/NPO の組織基盤を強化するだけ

でなく、NGO/NPOが課題の現場で展開している支援活動のインパクトを高めます。「STO創

出プロジェクト」とは、このように NGO/NPO に対して経営の立場から IT 化を指導する STO

の数を増やしていくプロジェクトです。日本 NPOセンター、Code for Japan、ETIC.が立ち

上げたこのプロジェクトに対して、NTT データは、まず、寄付を通じた支援活動を始めま

した。しかし、そこで終わらずに、次に何をしたら「社会価値」をさらに高められるかを

考え、社員がプロボノでプロジェクトの運営事務局を支援できるよう、また、各地の

NGO/NPO の活動をボランティアで手伝えるよう、社内環境を整えました。さらに、まさに

今この瞬間もそうなのですが、「STO 創出プロジェクト」の周知活動もサポートします。

これらがフォローアップ活動となります。皆さんにも「STO 創出プロジェクト」に色々な

形で関わってもらえたら嬉しいです。このように、寄付で始まったプロジェクトを社員プ

ロボノやボランティアがサポートし、PR し、さらに次から次へとフォローアップしながら

「社会価値」を高めていく方法、これが「フォローアップ・イノベーション」の一例とな

ります。 

https://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2020/121500/
https://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2020/121500/
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 7 つ目は「ブランド・イノベーション」です。電通が主催する「広告電通賞」という広

告主を表彰する歴史ある制度があります。2020 年に初めて SDGs 特別賞が新設され、私は

その初代選考委員長に就いたこともあり、SDGs 特別賞で扱う「サステナビリティ広告」と

いうコンセプトを皆さんにご紹介することで「ブランド・イノベーション」について語り

たいと思います。SDGs が 2015 年に採択され、企業がそれを徐々に理解する中で、多様な

「製品・サービス・イノベーション」を起こし、環境破壊しない、CO2 排出を減らす、人

権を侵害しない、コンプライアンス違反をしないなど「事業プロセス・イノベーション」

を起こし、寄付や社員プロボノ、ボランティアも戦略的に展開する「社会貢献イノベーシ

ョン」を起こしていますが、5 年が経過し、もう一回り大きな「社会価値」を目指す場合、

一般の人々を巻き込んだコレクティブ・アクションを創り出すことが重要になります。そ

こで、巻き込み力のある広告が大きな役割を果たします。広告を見て、気づかなかった視

点を得て、「私も関わってみたい」と人々に思わせる、そのような広告のインパクトは絶

大です。SDGs 自体を PR するパターン、社会課題解決型の製品・サービスを PR するパター

ン、自社に起因する外部不経済の内部化に努めていることを PRするパターンするなど、多

様なアプローチがあります。 

 実は、「サステナビリティ広告」に対する注目は、世界的に高まっています。2年前の

2018年から、世界 3 大広告賞と称される Cannes Lions、One Show、Clio Awardsにサステ

ナビリティ関連の部門賞枠が新設される、あるいは、サステナビリティをテーマとした作

品が最優秀賞を獲得するなど、海外の広告・クリエイティブ業界においてサステナビリテ

ィは大きなテーマとなっていました。「サステナビリティ広告」に意義を見出し、予算を

付け、広告を展開し、インパクトのある巻き込みに成功した企業には、ESG評価機関を含

むステークホルダーが高い評価をあたえる可能性もあるでしょう。

https://dentsu-ho.com/articles/7679
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2020 年は日本の「サステナビリティ広告」元年です。「サステナビリティ広告」を起点と

して人々を巻き込む今後のコレクティブ・アクションに期待しています。 

 

 8 つ目は「組織構造イノベーション」です。ラリー・キーリー氏の分類と同じ名称を使

っています。組織構造をどのように変革すると製品・サービスの質を改善できるか、また、

事業プロセスの効率化を図れるか、などが元々のアイデアでしたが、私の場合は、何をす

ると組織構造が変化し、持続可能な社会の実現に向けて組織全体が動き出すのか、につい

て考えてみました。ここでは、5 段階モデルをご紹介します。①まずは、社会に対するミ

ッションやパーパス、社会との関わりを文章化して開示する、②それに基づいて、10 年の

長期経営計画や 3 年から 5 年の中期経営計画を作成、開示する、③その計画の一部として、

社会に無数にある課題の中から、自社がその解決に向けて得意にしている分野とステーク

ホルダーがその解決を望んでいる分野が重なる課題、すなわち、マテリアリティを選定し

て開示する。④マテリアリティを示したら、そのマテリアルな課題ごとに、課題解決に向

けた具体的な活動と、その進捗を確認するための指標である会社としての全社 KPI を開示

する。⑤そして最後に、個々の全社 KPI に基づいた目標達成に向け、中心的に動く部署の

組織 KPI を決め、組織評価と結びつける、という 5 段階です。インセンティブを組織に与

えることで、組織 KPI に基づく組織目標の達成を促し、それが全社 KPI に基づく全社目標

の達成につながり、マテリアイリティに対応し、中長期の経営計画を達成することで、ミ

ッションを果たす、あるいは、パーパスを実現するという、この 5 段階がしっかりとリン

クしていることが重要です。PPT資料には、「NTTデータ アニュアルレポート 2020」（統

合報告書）の P.41 に開示しましたマテリアリティ、全社 KPI、組織 KPI を貼り付けました。 

https://www.nttdata.com/jp/ja/-/media/nttdatajapan/files/ir/library/ar/ar20_j_all_p_01.pdf
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 9 つ目の「利益モデル・イノベーション」ですが、これは先ほど触れました「デジタ

ル・フィランソロピー」なども、一事例として捉えることができます。時間軸を意識し、

社会貢献活動をビジネスのスタート地点と捉えるわけです。社会課題を知り、それを解決

するための製品・サービスでビジネスを創出するわけです。社会貢献活動を通じて、幅広

く社会課題の生データを収集することができますし、特定の課題に関しては、NG0／NPO や

スタートアップ企業と実証実験を行うことで、製品・サービスの精度向上のためのデータ

収集も可能です。また NGO／NPO、またスタートアップ企業との関係資産をつくることによ

って、自社だけでは思いつかない新しいビジネスへの道が開くかもしれません。社員がプ

ロボノ活動を通じて、NGO／NPO を支援することで、社員自身の社会課題の発見力や理解力

が高まるメリットもあります。2021年 1月にインドで開始した結核の AI 画像診断アクセ

ス向上プロジェクト、これはインド・チェンナイ郊外に住む皆さん 10万人に対して、結核

の受診機会を提供する社会貢献活動ですが、将来的には、他地域でのビジネス展開を視野

に入れています。 

 

 最後、10 番目は「ネットワーク・イノベーション」です。世界にはサステナビリティの

推進に影響力のあるネットワーク団体がいくつかあります。 BSR（Business for Social 

Responsibility）、WEF（World Economic Forum）、UNGC（UN Global Compact）、WBCSD

（World Business Council for Sustainable Development）などが挙げられます。このよ

うなサステナビリティ先進企業が集まるコミュニティに積極的に加盟して、これから世に

出るルールやプロジェクトの策定過程に関わり、意思決定に一票を投じられるようなポジ

ションを得ることが重要です。ネスレ、ユニリーバ、マイクロソフト、最近では GAFAも 

特に脱炭素分野でイニシアティブを発揮し、他企業や他セクターを巻き込んだ新しいプロ

https://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2021/012901/
https://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2021/012901/
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ジェクトを次々に開始しています。ファースト・ムーバーの一員としてプロジェクトに関

わると見える景色が違ってきます。大きな「社会価値」を生み出すネットワーク・イノベ

ーション事例として紹介しました。 

 以上が「社会価値」創出を目指した 10タイプのイノベーションと具体的なアクションと

なります。ありがとうございました。 

  

服部篤子 

 ありがとうございました。１０のイノベーションということで駆け足でお話をいただき

ました。社会貢献イノベーションが 1 番気になりましたね。企業間の協働で社会貢献プロ

グラムを開発し推進する手法はとても興味深いです。このあと第２部で 10のイノベーショ

ンをどうグリーン社会の実現に生かすことができるのか、ディスカッションしていきたい

と思います。 

 船橋さんお待たせしました。マクロからミクロへと向かっていますが、これからジオフ

ァーム八幡平のお話を頂戴します。その前に先にビデオを見ていただこうと思います。 
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グリーン社会にむけて自らが担うソーシャル・イノベーションを考える（船橋慶延氏 ジ

オファーム八幡平／企業組合八幡平地熱活用プロジェクト代表） 

 ではバトンをいただきまして、ジオファーム八幡平から事例発表ということでお話進め

させていただきたいと思います。「グリーン社会にむけて自らが担うソーシャル・イノベ

ーションを考える」というところでお話を進めさせていただきたいんですけども、今まで

の流れで、それこそ 2030年に向かって SDGsですとか、その前のミレニアム目標だったり

ですとか、まさに今ソーシャル・イノベーションをどうしていくのか、みたいな話題提供

をいただいていた流れだと思いますが、最近私どもが運営しているジオファーム八幡平が

ソーシャル・ベンチャーだとか、社会課題に向けて、と紹介されることが増えてきました。

ですが、実はもともとそういうことを考えてスタートしたのではなくて、せっかくなので

今プロフィールの方を紹介させていただきたいと思います。 

実は私は大阪出身で、今岩手県の八幡平にいますが、もともと馬関係の仕事をずっとや

っておりました。馬というと、日本にいる馬は競走馬がほとんどで、一部乗馬というもの

で、比率としては競走馬、競馬がとても大きいです。基本的にはそこで仕事をするのです

けども、やはり馬を移動させるとなると馬運車ということでトラックで移動させなくては

いけない、何かあると馬運車を使う。馬の仕事をする中でトラック乗れた方がいいよな、

ということで学生終わってからは運送会社に入って、お金をもらってドライバーをして馬

運車の修行をしようとしたりしました。先ほど出身が大阪とお話しましたが、実家がお好

み屋で、そこで 2006年にネットショップの立ち上げもしました。ただやっぱり馬の仕事し

っかりしたいということで、2008 年から栃木県の那須トレーニングファームや、そのあと

北海道でハッピーネモファームなどに所属させていただきながら、もっぱら馬の仕事をや

ってきました。 
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そして 2012年からこの八幡平に移った、先ほどの映像で見ていただいたクラリー牧場と

いうところが出てきたんですが、東日本大震災の影響が大きくて、2011 年辺り大変な状況

があり、そこにお手伝いしに行くということで北海道から移りました。そして自分たちで

企業組合、地熱活用プロジェクトを立ち上げて 2015年の 1月から農場を使ってマッシュル

ームを栽培し始めました。 

 今ここのファームの中でどこにソーシャル・イノベーションが出てくるのか、という風

に感じる方もいるかもしれませんが、もう少しこの流れにお付き合いいただければと思い

ます。何で八幡平だったのかというと、先ほどご紹介させていただいたような、たまたま

知り合いが、クラリーさんがいたということです、この八幡平に。高校生の時は馬術競技

で大会とかも出させていただいていて、そこでオーストラリア出身のクラリーさんが全国

大会にもよく出られていた方で、そのようなタイミングでお会いし、非常に面白い方で休

みの時にも遊びに行っていたという、本当に深い知り合いだったということです。そこが

震災で本当に大変だったので、みんなが「何かしたい、何かできれば」と思われていたタ

イミング。それで私が妻と、あと娘が 2 人いるんですけども、上の子がちょうど小学校に

上がるタイミングだったので「じゃあクラリーさんのところへお手伝いに行こう」という

ことになりました。そして行った時にクラリーさんから、観光として有名なところだった

ので「震災が落ち着いたら、また観光の人がいっぱい来るからトレッキングとか、馬にも

乗れるように馬も連れて来てよ」と言われて家族と馬６頭と一緒に八幡平へ移った。 

先ほど映像でもありましたけども、経営的にも厳しい状況で、家族がいて、しかも馬が

６頭入ってしまうとなおさら回らない状況でどうするんだということがありました。 
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しかし馬がいると堆肥が出るので、むしろ出てくる堆肥をどうしようかと思っていた時

に、地元の農家さんから「堆肥が欲しい」とか、すぐ目の前の園芸店の方から「バラには

馬の堆肥が良い」という声があり、ちゃんと商品にしたらこれは使ってもらえるものにな

るかもしれないと思い、農家さんには買ってもらうというより供給しました。そうすると、

農家さんの方から牧草をいただいた。これで馬たちは食べられるようになったんです。そ

れで商品開発をして商品を出すことで時期は限られますが、現金収入ができ、僕たちも何

とかご飯が食べられるように、というような中で、この馬糞堆肥が銀座の屋上緑化に使っ

ていただける、という話が出ました。「銀座ミツバチプロジェクト」という都市養蜂です

とか屋上緑化を進められている代表の田中さんとの繋がりがいただけた。そしてこれが１

つ事例となって、安定的にちゃんと馬がいて堆肥を作って、その安定的に作るためにはエ

ネルギーが必要であり、それが八幡平は日本で初めて地熱発電所が動き始めた場所という

ことで、そういった事業として可能性があるのではないかとなりました。地熱理解促進関

連支援補助金というものがありまして、それが取れて事業が動き出した。2015 年にスター

トしました。 

 そういった経緯でできた会社名としては「企業組合八幡平地熱活用プロジェクト」です

けれども、そこで運営する農場を「ジオファーム八幡平」と名付け、馬×地熱という地域

資源を使って、何とかやっていきたいなというところでスタートしました。今、主力な製

品としてはマッシュルームを「八幡平マッシュルーム」を作らせていただいております。

実はマッシュルームは、みなさん最近食べていただける機会が増えたように思いますが、

2015年当時、マッシュルームを作り始めた時です。 



23 

 

 

今だと皆さんマッシュルームのアヒージョですとかサラダで食べられるんだよとか結構ご

存知だと思いますけど、八幡平の中だとハイカラなお店がなくて、マッシュルーム？アヒ

ージョ？何それ？と通じない、そんな状況でした。そのため作った商品はほぼ首都圏、一

部関西の方へ、今も関西の方はイズミヤさんで扱ってもらっています。スタート時から岩

手生協さんなどの大きなスーパーさんに扱ってもらっていたという動きはありましたが、

なかなか地元での商品は伸びなかったという現状がありました。しかし、2015 年のスター

トから何とか生産量を延ばしていきまして、去年、年間で 74トン、今年はもう少しいける

かな、80トン位はいけそうかなというところで動いています。 

 そもそもマッシュルーム屋さんをやりたかったわけではなく、今は真剣に作っています

が、流れとしましては、当初ご紹介した通り、別にこの仕組みで社会課題を解決しようと

か、いま馬たちの居場所がなくなっている、ほとんどお肉になっちゃうから何とかしてや

ろう、とかは実は最初は毛頭なかった。ただただ自分が競走馬の育成の仕事をしていて、

今も現役の馬をお預かりすることは多々あります。そういった馬たちが引退後、付き合い

が長い馬とか愛着のある馬は自分で引き取って面倒見ていました。そんな動きは、馬関係

者だとポツポツいらっしゃいます。各乗馬クラブで昔から馬が好きで引退した競走馬を引

き取ったりしてきた、そんな流れは昔からある。ただ最近の情報化社会でこういった動き

や背景が見えるようになってきた。他からも、協力するし馬を引き取って欲しいとか、面

倒一緒に見て欲しいとか、一部預けるとか、頼まれるようになり頭数が増えてきている状

況があります。今は 24頭います。 
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ジオファームが解決しようとする課題ですが、課題というと、どうしても先程から馬、

馬と言っていますが、本当に関心事としては、ここからが 1 番重要で、もともと戦後直前

には 150 万頭いた馬ですけども、今日本は６万９千ほど、ここ数年、若干、馬の飼育頭数

が増えていて大体、国内で今 7 万５千頭ほどの馬がいると言われています。海外の馬を見

ると、フランス 140 万頭、ドイツとかイギリスヨーロッパの国は、国土も面積も小さくて

も大体 50万頭前後の馬たちがいます。アメリカは１千万頭ほどいると言われていますがそ

んな中で日本は 7 万５千頭です。しかも、その内４万頭がサラブレッドという品種です。

このサラブレッドという品種は何をするのかと言いますと、競馬のために生産をされまし

て血統をつくられてきた馬です。日本は世界でも有数な競馬大国です。私も仕事として関

わらせていただいてて、今も預託料をいただいてお預かりしています。事業として、今マ

ッシュルームはようやくなんとかなってきたのですが、既存の事業としてきちんと回る、

成果が出るのは、やはり競馬として産業が確立している事業です。その産業がどれほどの

規模があるのかといいますと、2020 年の中央競馬の売り上げで２兆９千億、昔は４兆円と

言われていますが今も巣篭もり事情でネットでも馬券ができるということで地方競馬も売

り上げが伸びています。今３兆円規模というとても大きな規模として競馬が日本にはあり

ます。 

 全てにおいてサステナビリティが重要視される中で、世界的にも競馬は、アニマルウェ

ルフェアとか動物福祉という観点も強くなっていて、引退した競走馬に対する意識もとて

も高くなってきています。そういったところに、ドキュメント映画で焦点を当てて、産業

との関わりを持っている方々がいますので色々なパートをまとめたドキュメンタリー映画

を作られた。 
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『今日もどこかで馬は生まれる』という映画が公開されていますのでよかったら見てくだ

さい。 

 では、そもそもなぜマッシュルームなのか、というところですが、実は国産のマッシュ

ルームが昭和 45 年あたりは 1 万５千トンありました。今国内の総生産が大体 8500 トン位

と言われますので昭和の方が実は多かった。2000 年代に総生産が 2000 トンまで激減して

いる産業です。その中で「じゃあなぜ馬とマッシュルームなのか？」というところは、こ

の資料を見ていただくと面白いですが、マッシュルームはシャンピニオン・ド・パリと言

われます。要はパリのキノコだ、と言われます。もともと、パリの地下空間を利用して作

られていたとか、その地下空間は地下鉄を開発するために産地が他の場所に移動しました

が、その移動した場所というのが騎兵隊がたくさんいた場所で、馬の敷き藁から自生して

いるマッシュルーム、キノコが見つかり、それを人工的に作るようになったというのがシ

ャンピニオン・ド・パリの始まりです。実は発見段階から、馬とマッシュルームはかなり

密接なのです。 

 日本でも 1 番最初、森本彦三郎さんがアメリカで修行されて日本で栽培したと言われて

います。産地として安定的に栽培して供給するという場所ができたのは、実は千葉県の習

志野、習志野周辺の農場が 1 番最初の農場です。なぜ千葉でも習志野かというと、習志野

原という騎兵学校があったのです。その騎兵隊の学校のトップの方がほとんどがフランス

のパリとか、フランスに留学して騎兵技術を学んだ。そして日本に帰ってきて馬の文化を

広めた。その周辺にマッシュルームが生まれた。実は馬とマッシュルームに歴史的なつな

がりがきちんとあるという事です。 

 そして今、目指すものとして、こういった変わらない普遍的なもの、歴史的な背景から、

実際には馬を飼育する際に必ず敷き藁として藁を使います。 
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今、ほとんどチップとかおがくずを使うことが多いのですが、その方が早いとか簡単だ

とかで。一部藁を使うところもあって、私たちは全部藁を使っています。それは、藁は敷

き藁になって、馬厩肥になり、それがマッシュルーム栽培のための培地になり、その後栽

培した後にはマッシュルームの廃菌床になって、その廃菌床もまた土づくりの堆肥として

最後返していけるというサステナビリティ、持続循環的、サーキュラーエコノミーとも言

われる流れなのです。これをしっかりしていこうと思うようになったのはここ数年のこと

です。これを今見えるような形にしていくというところで、ブロックチェーン、記録が改

ざんしにくいという特性を活かして、ちゃんと見られるようにしていこうという取り組み

をしている段階です。 

 このあとの資料は、全てを自分ごとに繋げる、全てをどうやって SDGsを自分ごとにして

いくのか、それぞれ項目は何が関わるのかな、と見ていただければ分かりやすくて面白い

かなと思い資料にまとめました。もし良ければ後ほど見ていただければと思います。最後

駆け足となりましたが、事例紹介として以上となります。 

 

服部篤子 

 ありがとうございました。盛りだくさんな話が今日お三方からいただきました。馬とマ

ッシュルームの歴史的なつながりをはじめ、馬とミツバチ、馬と地熱、色々な繋がりがあ

るということがお話から分かってきました。歴史的な背景や産業の普遍的なところを大切

に持続的循環型で生産を行っていることが印象的でした。牧場の名前でご紹介しています

が、法人名は企業組合八幡平地熱活用プロジェクトなんですね。 

 続きまして、質疑応答から始めディスカッションへと進めていきたいと思います。あと

１時間となりましたので最後までお付き合いください。 
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質疑応答およびディスカッション 

 

関根千佳 

船橋さんへの質問 

 地熱発電はどういう風に使われているのですか？マッシュルームの栽培の方で地熱を使

われているのでしょうか？その辺りをもう少し詳しく教えていただけると嬉しいです。 

 

船橋慶延 

 もともと栽培ハウスのすぐ隣に、「旭日之湯」という温泉がありまして、実は八幡平は

松川地熱発電所及びエコ発電所という２つの地熱発電があるんですけど、そこから引湯管

で温泉水が供給されたりするんですけど、実はジオファームがある場所がそこから大体８

キロくらい離れた場所です。実際、使っているのは旭日之湯という温泉の温泉熱を使う、

温泉熱を熱交換をしてハウスの方に使うというのが具体的なやり方なのですが、残念なが

らその旭日之湯は 45度くらいの源泉で、そんなに高い温度ではないということで、それが

故にバイナリー発電などができなかったのですが、とはいえ源泉掛け流しだと少し熱いと、

とはいえ熱交換してもそこまでのエネルギーではないと。そこで 7 年前、設計されたのは

ヒートポンプの空調、霜取り運転でしょっちゅう止まってしまうんですね。今は霜取り運

転中も途切れないようになっているんですけど、当時はそこの温度水位だと下がってしま

う。そこを何とかしようということで、温泉熱を使ったハウスができました。だからテク

ノロジーとか技術の発展で今もっと良い使い方とかやり方が絶対あるなと思っている段階

なんですけど、現状はその仕組みのままです。ちょっとエネルギー足りないな、どうしよ

うかな、というところが現実的にはあります。 

 

今里滋 

金田さんへの質問 

 たしかにソーシャル・イノベーションの主体はいくつかあって、政府、企業あるいは個

人もそうなんですが、もっぱら企業の役割についてお話いただきました。やはり企業とい

うのはそれぞれの専門分野・得意分野、製品、サービス、ヒューマンリソースなどによっ

て素晴らしいイノベーションを起こし、社会的課題を解決していくパワーに満ち溢れてい

るな、とある意味、一種の羨望感を持って聞いておりました。その中でガバメント、政府

との関係についてあまり触れられていなかったような気がするんですけど、お伺いしたい

のは、 

①政府と企業とのコラボレーションについて 

②政府はどうしても縦割りですよね、服部崇先生がよくご存知だと思いますけれども、企
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業は容易にその分野とか業種・業界の垣根を超えてつながっていきますよね。そういう行

政とコラボレーションしていく上での１つのバリア、政府特有の障害があると思いますが、

それについてどうゆう風に解決していけば良いのか。1 番目と関連しますが聞かせていた

だければ嬉しいです。 

③コレクティブ・インパクトという話が出てきましたけども、一方でソーシャル・インパ

クト・ボンドというのがイギリス発で生まれて、要するに世界的な課題解決を行う企業に

対して、成功すれば政府がそれに見合う公的支出を行うというような仕組みがあると思う

んですけど、そうしたソーシャル・インパクト・ボンドの活用法などお考えがあれば教え

ていただければなと思います。 

 

金田晃一 

  ご質問ありがとうございます。①企業は基本的にはハードローとしての規制を好みま

せん。ソフトローという形でグリーン社会づくりの要請が届いた場合、自社の行いを振り

返り、イノベーションを通じて、要請に応じた製品・サービスを提供する、また、ビジネ

スモデルをグリー 

.ンな方向に糾すなど、様々なアプローチを用いて自主的に対応します。ですが、自主性

に任せていただけではグリーン社会の実現が難しいとマクロの視点から判断された場合、

政府による規制に対応する、あるいは、インセンティブを活用することになります。事業

主体と事業環境の整備者の関係から、グリーン社会づくりという共通の目標に向けた企業

と政府のコラボレーションは始まります。 

 ②最後の 10番目の「ネットワーク・イノベーション」で、BSR、World Economic Forum、

UNGC、WBCSD などのサステナビリティを推進するネットワーク団体を紹介しました。実は、

それぞれのネットワークのメンバーには、企業、NGO、国際機関だけでなく、ご指摘のあ

った各国の政府機関もメンバーとして関わっているケースがあります。これらのプラット

フォーム上では、グリーンな社会創りに向けたソフトローの必要性やその具体的内容に関

して議論が展開されています。私は、マルチセクターがフラットにコミュニケーションで

きるこれらのプラットフォームの効用に注目しています。「グローバルな縦横斜めの繋が

りがイノベーション創出の鍵になる」、この点を相互に理解することが様々なバリアを乗

り越える一歩になると思います。③ソーシャル・インパクト・ボンド（SIB）については、

一時期、高い関心を持ち、専門家の方々と一緒にロンドンを訪問して SIB を推進する関係

各所を回り、受刑者の再犯防止プログラムの話なども伺いました。素晴らしい仕組みであ

るとは間違いありませんが、企業のサステナビリティ担当として仕事をする中で、最近は

あまり話題に上っていないという印象です。SIB に（金融機関でなく）事業会社としての

企業がどのように関わるかについては勉強中ではありますが、サービスを提供する

NGO/NPO の皆さんへの関わり方という視点からコメントがあります。社会課題の本質を熟
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知している NGO/NPO の皆さんに業務委託した方が、これまで委託していた民間業者等に比

べて、遥かに効率的な課題解決を実現できることがわかれば SIB は成功したと言えるので、

企業は、NGO/NPO の皆さんに対してイノベーティブなアイデアや技術を提供するという支

援型で関われるかもしれません。企業は法人という顔だけでなく、社員の集まりという顔

があります。社会課題に関心を持った社員から、プロボノで NGO/NPO の基盤強化に関わり

たいという声があがった場合には、企業として社員を応援するという関わり方もあるでし

ょう。 

 

服部篤子 

 企業と政府というところであれば、崇先生から何かあればお話していただければと思い

ますし、今のソーシャル・インパクト・ボンドに関しては、仕組みを皆さんの方に共有で

きていないので、どこまでご説明できるかなと思いますが、評価指標の作りかたにおいて

議論の余地があると思いますが、どうでしょう、企業と政府というところで何かありまし

たらお願いします。 

 

服部崇 

 企業と政府の関係については、政府だけが決めて実行するのではなく、企業の役割もあ

り、また、それ以外の方々にも役割があるということだと思います。政府が「こうだ！」

と言うだけでは多分グリーン社会として想定しているところには行き着かないと思います

し、企業と政府の関係をどのようにしていくか、そしてそれ以外の様々な方々がどう関わ

っていくのかが重要となると思います。冒頭の説明でエネルギーの供給サイドと需要サイ

ドの両面について取り上げましたが、どういうエネルギーが供給されるかについては、供

給する電力会社の選択もありますが、どういうエネルギー源でエネルギーを供給してほし

いかという需要サイドの選択もあるわけです。何をどの程度使うのかについてはユーザー

サイドに依存する面もあるので、例えば企業が変われば、企業がエネルギーの選択を変え

れば、効果的であると思います。それぞれの役割をさらに考えていくことが大切だという

ことだと思います。 

 

服部篤子 

ありがとうございます、新川先生の方から手が挙がっていますのでお願いします。 

 

新川達郎 

 はい、今の企業とそれからの公共部門との関係ですが、もう服部先生のからお話があり

ましたけれども、今、企業と公共部門との間、政府と企業との間での様々なコラボレーシ
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ョンが進んできているということがあります。昔からあったにはあったのですが、かなり

意識的にそれが進められているのかなという風に思っています。この辺り、ですから従来

の、単に業務委託をするとか、研究開発の助成金をもらって何か作るとか、というそうい

うレベルではなくて、相互にクリエイティビティのようなものを触発するような形での、

そういうコラボが進んできているのかなというのが印象としてはあります。 

したがいまして、新しいマーケットを作っていく、翻って新たな行政システムを構築を

していくそのいずれにしましても、例えば今話題になっているデジタル化という議論にい

たしましても、あるいはもう一方では今日少し金田さんからもお話しがありましたけれど

も、金融取引の新しい枠組みや新たな技術開発、新たなマーケットといったようなところ

でも、むしろ政府規制だけではなくて積極的にどういうマーケットが作れるのかといった

ところでの政府・企業間のコラボレーションというのが進んでいる。ある意味ではソーシ

ャル・イノベーションというのが官・民の両方の刺激のし合いっこの中で新しいものが生

まれ始めている、そういうところに注目するというのが大事かなという風に思っています

し、逆に言うと、そういうところで成果が上がったものに色々な報酬というのが出ていく、

というのが評価が難しいですけども、本来の SIB かな、という風に思っているところもあ

ります。 

 ついでに質問をいくつかさせてもらいたいんですが、少し戻って恐縮ですが、服部崇先

生から今日せっかくエネルギーの話がでました。少し気になっていたところ、特に後半時

間がなくてお話し頂けなかったのを補足いただければと思いますが、１つはやはり化石燃

料の将来・これからをどう考えていったら良いのかということ。根本的には枯渇の問題も

ありますし、CO2 を出すということもありますし議論はありますけれども、もう一方では

使わざる得ないところというのもあります。技術開発もあると思います。このあたり、化

石燃料の発電の将来をどう考えていったら良いのかというのが１点。それから、その問題

とも密接に関わりますが、２つ目にやはりベースロード電源というのをどういう風に考え

ていったら良いのか、安定という問題もありますが、もう一方では主力というものをどう

いうところで考えていったら良いのか。これもベースロードのベースになる単位というの

を、それこそ最近のスマートグリッドであるとか、あるいはもう少し進んだ地産地消的な

ローカルグリッドの話もあります。色々なベースロードの考え方もまだあるかと思います

が、この辺りどういう風に考えていったら良いのか、そして３つ目に、そうは言いまして

も 2050年のカーボンニュートラルを達成するという観点から、一体今後どういう新しいエ

ネルギーイノベーションというのがグリーン社会につながっていくのか、とても気になり

ながら話を聞いていました。今日、後半のスライドではいくつかそういう話も出たかと思

いますので、その辺りをお伺いしたいなというのが質問としてありました。よろしくお願

いいたします。 
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服部崇 

 ありがとうございます。化石燃料が将来どうなるかということについては、基本的には

我々がどうしたいかに大きく関わっていると思います。今、世界では石油、石炭、天然ガ

スが供給され、これらを燃料としてエネルギーを供給することが行われている。これを将

来にわたってどうしていくかということを使う側においても決める必要があります。政策

的にはカーボンプライシングなどを通じてある程度価格を上げれば化石燃料の使用量が減

っていくということはあると思います。例えば石油の価格が上昇すれば石油以外の燃料を

使おうというインセンティブが働きます。ですから、ある程度価格の効果を考慮するとい

うことはあるとは思いますが、それだけではなく、何らかの規制を導入していくのか、あ

るいは自発的に使用をシフトさせるに任せるのか、それらの組み合わせとするのかなど、

各国が様々な対策を検討しているところだと思います。2050 年のカーボンニュートラルを

設定したからこそ、2050 年のあるべき姿からバックキャストしてどのような対策を講じる

べきかを議論する側面が強まってきているので、以前よりは様々なリソースの供給がやり

やすくなっているとは思います。技術開発についても 2050 年のカーボンニュートラルに

向けて資源が投入されることとなると思いますので、気候変動を防ぐ観点から見れば、良

い方向に動いています。 

 エネルギーという観点では、3E+S のエネルギーの安定供給の必要性はグリーン社会に

おいても変わらないと思います。我々は生きていく中で何らかの形でエネルギーを使いな

がら生活していく必要があるので、エネルギーの安定供給の必要性は残らざるを得ないと

思いますし、そこには政府の役割、エネルギーに関する制度の役割があるとは思います。

ベースロード電源として何を持つのかということについても、将来的には技術的な面でか

なり変わってくるということがあると思います。再生可能エネルギーの中には風力や太陽

光がありますが、太陽が出ていない時にはどうカバーするのか、あるいは風が吹きづらい

時にはどうするのかということがあり、そこをどのようにバックアップするかが課題とな

っています。現在は化石燃料にバックアップを頼ることが続いていますが、蓄電や揚力発

電など技術の組み合わせで化石燃料による対応を減らしていくことはできると思います。

2050 年のカーボンニュートラルについては、化石燃料の使用をゼロにするというよりは、

排出される温室効果ガスを回収するなど柔軟に考えた方がよいとは思います。１つのこと

に頼りすぎると結局それが上手くいかなかった時にどうするのかということが発生します

ので、色々な選択肢を視野に入れておくことが必要になると思います。今日の話ですと地

熱の活用があります。地熱は日本においては重要なエネルギー源なので、地熱の活用をど

のように進めていくかが課題となりますが、だからと言って地熱だけにして他のものを全

部やめていくということではなく、他のエネルギー源を使うためには何ができるのかをも

う少し包括的に考えた方がよいのではないかとも思います。 
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服部篤子 

 ありがとうございます。今日はお話の中に「我々はどうしたいのか？」というようなこ

とを何度もおっしゃっていただいているのではないかなと思います。ベースロードという

ようなお話もありましたけれども、包括的に考える必要があり、そのためにはおそらく発

想を転換する必要があり、だからこそソーシャル・イノベーションの発想が必要になると

思います。少しここで今お三方に続々と質問がきていますが、「そもそもグリーン社会っ

てどんな社会を描いてお話をいただいているのだろう？」と気になっています。お三方の

方でグリーン社会とはどういう社会だと描いているのかお話いただけますか？ 

 

服部崇 

 冒頭の説明で取り上げた SDGsでは、誰一人取り残さない多様性があって包括的な社会、

を掲げていますが、これはグリーン社会とかなり近いのではないか、と私自身は思ってい

ます。SDGs の中で特に必要なところを言えば、過度の気候変動を起こさない、脱炭素をや

りきる、このことが実現している社会だと思っています。 

 

服部篤子 

 まだまだ私は懐疑的ですね、本当に 2050年に実現するの？と言いたくなりますが、私た

ちがするのだという、ことなんでしょう。では、具体的に私たちの生活はどう変わるので

しょうか。船橋さんはどうでしょうか？ちょっと船橋さんにたくさん質問がいっているの

ですけど、チャットの投稿を読めていますでしょうか。そちらを盛り込みながら「船橋さ

んにとってのグリーン社会は何か？」というところをお話いただけますか。 

 

船橋慶延 

 ありがとうございます。まず「グリーン社会って何？」というところだと思うんですけ

ど、それこそ SDGsの流れやヨーロッパの方の動きだったりとかすると、ある程度サーキュ

ラーエコノミーとか廃棄、物を捨てるということではなくてそれを資源の一環として回っ

ていくような組み立てを今世界が目指している流れがまさにグリーン社会の方向性だと思

いますが、もともと日本は、他の地域もそうだと思うんですけど、江戸時代はすごく循環

型社会だったと言われています。私たちがいる東北だと、地元にあった、地域にあった石

炭、薪、バイオマスですね、もともとそういうグリーン社会だと思います。ものには全て

魂が宿り、九十九神が居て、ちゃんと物を大切にしていく、こういった資源循環+アニマ

ルウェルフェアの観点もそうだと思うんですけど、全て大切にする、そういった精神性も

含めた組み立てが、私がイメージする社会です。こういった観点もあるのではないかと世
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界に発信できるグリーン社会の一歩先、日本がルールメイキングしていく中で、ここの観

点も入れて欲しい、と言えるところだと思います。 

 質問もたくさんいただいているのでその辺も含めてお答えしたいです。まずマッシュル

ーム生産を始めた経緯は、先ほど映像の中でもご紹介したクラリー牧場のクラリーさんが

オーストラリア出身なのですが、そのオーストラリアが国民 1 人あたり５キロくらいマッ

シュルームを年間食べていて、そのクラリーさんからススメがあって作り始めた。作り始

めてから馬とマッシュルームの歴史を実は知りました。 

 自治体の支援もあったのでしょうかというところですが、先ほどグリーン社会に向けた

政府とか国の役割というところで私たちだと、地熱理解促進関連支援補助金、地熱の有効

活用のためのハード事業で採択いただけた。ここがまず１歩目の大きなところですけども、

私たちの方も走りながらこの事業を組み立てたところがありまして、実際、自治体とか市

の支援というのは、市の推薦という形であったり、PR していただいてはいます。ハードが

できても運転していくにはとても資金が必要ですのでその資金をどう回収するのか、マッ

シュルームを作って、馬糞を作って、売上から回す。でもそこができなかったら事業が回

っていかなくて、今もそうですけど、常に綱渡りです。農業をするということで、新規就

農で制度融資を受けたりなど、そういった広い目で見ると支援をいただきながらですが。

地元の支援でいうと、立ち上がりから早急に岩手生協さんには商品を扱っていただいたの

でとても助かっています。 

他にマッシュルームを作っている産地は、東北６県で山形に大きなファームがあるので

すが、マッシュルームを作っている農場は私たちジオファーム八幡平を含めて東北６県で

この２箇所しか商業ベースで安定的に出してないですね。山形は 2000トン位の生産量、私

たちは何とか 70トンです。その商品が継続して買っていただける、今のグリーン社会に向

けてという観点でいうと、エシカルな消費ですとか、その選択をするという方向性、その

ゴールを政府とかリーダーが立てて欲しいですが、私たちが参画できるもの・こととして、

商品を買うとか普段の生活、消費、そういったところから入っていけるのではないかと思

います。その観点で今最後に質問いただいている「馬は耕作の動力として使えるかどうか」

というところですが、皆さんに安心安全にお腹いっぱいに食べてもらえることが担えるか

どうかです。担えなかったから馬は廃業したわけですね。でも、今ある程度ものが豊富に

できました、そういった中で、昔のように生産性を求めると馬は全然稼働ではないですが

こういったサステナビリティの背景が情報化で見えるようになったので、それが価値とな

って、馬をなんとか復活させようとしている知り合いもいます。反対に世界に目を向ける

とまだまだ畜力で生産を担っている国が実はアフリカの方でも結構あります。そこに大き

なトラクターを持って行き生産を拡大するよりも、昔ながらの馬耕とか牛でしていたアタ

ッチメントの方を持っていって生産性を上げてグリーン社会を共創する、そういった動き
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も実はあったりするのです。本当にこのグリーン社会の組み立ては、みんながどうやって

いきたいのか、どうすれば HAPPY なのか、気分がいいのか、そしてそれが続くのか。私の

場合は馬が居てくれれば HAPPY で気分が良いのでそのために走っている感じです。ちょっ

と長くなりましたがそんな感じです。 

 

服部篤子 

 ありがとうございます。昔の生活に戻るということはなく、当然ながら技術開発で技術

力でグリーン社会を模索する、と思っていましたが、今のお話で、いやいや、馬の力で生

産性を上げることもできるかもしれない、というお話を聞くと、本当におっしゃったよう

に、限りなく選択肢があることを再認識させられました。 

 

船橋慶延 

 そうですね、日本で見ると絶対可能性は薄いと思うんですけど、付加価値をつけるとす

るとそういった方向性だと思いますし、海外だとまだ馬耕で、馬で田んぼをしている地域

もまだあります。かつスマホとかデータはあります。ないのはアタッチメントとか大型の

機械ですとか、機械が行っても油が供給されないので動かせない。グローバルで見るとま

だそういう不思議な格差、そこを世界で改善していく可能性はまだまだあると思って、す

ごく楽しみだと感じています。 

 

服部篤子 

 ありがとうございます。今日は色々とベクトルが違うお話が出てきました。グリーン社

会と経済効率性はどう考えるのかというご指摘とか、金田さんの方からは社会価値と経済

価値の両方というお話が出てきて、今まではベクトルが違っていたものが、実はグリーン

社会には両方のバランスが必要になってきているのではと思いながら聞いているところで

す。金田さんから手が挙がっているのでお願いします。 

 

金田晃一 

  自社が生み出す企業価値と社会価値のバランスについて、政府と企業の関係に関連付

けてお話したいと思います。企業がグリーン社会を意識して、素晴らしい製品・サービス

を世の中に出そうとしても、市場になるまでに時間がかかることが予想される場合、エコ

カー市場が広がっていくプロセスなどを振り返ると、補助金など政府のサポートは有効だ

と思います。私自身詳しくはないのですが、今でしたら、再生可能エネルギー普及にどん

なインセンティブがあるのでしょうか。また、もう少し大きな話になりますが、今多くの

企業、特に金融機関が非常に高い関心を持っているのが、産業や製品をグリーンとブラウ
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ンに分類をする EUタクソノミーの議論だと思います。両服部先生の方がお詳しいと思いま

すが、投資対象となる企業や個々のプロジェクトについて、金融機関がグリーンかどうか

を判断する際に一定の基準を示すこの動きは、政府と企業が、変化による痛みを伴いなが

らも、グリーン社会を創っていく動きとも言えます。 

 さらに、「規制やインセンティブ」の文脈に加え、「情報共有」の文脈でも、政府は大

きな役割を果たします。例えば、政策を作る前段階として、政府は企業からの参加者を招

いて検討会議や推進会議を組織することがあります。企業の考え方を知って政策に活かす

同時に、政府の考え方を知って企業戦略に活かす。この「情報共有」という文脈でも、政

府と企業との健全なつながりは見出せると思います。 

  

服部篤子  

今、情報共有と仰っていただきましたけれども、本当に政府と企業、そこにもう少し私

達 市民社会を入れて欲しい、と思うのは、今日話を聴いていてもかなり専門性の高い言

葉がたくさん出てきました。そのようなことを考えると、もう少し「じゃあ自分達でネッ

ト見て勉強してください」というのではなく、なにか分かりやすさ、そしてさらに、例え

ば船橋さんのような未来を創る活動をしている方々の情報をもっと収集して共有してゆく

ことができるといいのではないかな、という気がしています。 新しいエネルギーを活用

しながら、自然エネルギーを活用しながら事業展開される方もきっと「どういう政策を使

ったらいいんだろう」というお声もあるような気がしますので、どう応えていけるだろう

かとと思っているところです。  

長くお話を続けて参りました。そろそろ１６：３０が本日の終了時間ですので、終わり

に向かっています。最後に、何か補足いただくことなどはありますでしょうか？  

  

船橋慶延  

そうですね、私共もスタートした時はパリ協定がまだ動き出していない時でしたけど、

実際国連では SDGsの採択が決まっていたような時期ですね。先ほどお話いただいたように、

自分事としては今出てきた難しい言葉とかは、まだまだ腑に落ちてなかったですし、知ら

なかった、不勉強だったというのもありますが、少し情報がそこまでなかったです。そう

いった物事っていっぱいあると思います。今、政府とか大きなところでは方向性を決めて

きています。先ほど言われたような AIの指針とか使い方とか、そういったルールとか、ガ

イドラインを創られている。やはり企業、特に大企業とかはそういった方向性とか動きが

早いと思いますけど、私達みたいな中小、個人事業をされている方々だと、そういったと

ころになかなかアクセスがなく関わりが少ないと思います。 
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そういうところともっとコラボレーションをしてゆくってことが、事業的にも本来、財

務とか管理とか販売管理とかマテリアル、資源調達、営業調達についても、大手の物流を

使わせていただけるともっとスムーズで、みんなでそのゴールはどこにあるのか、とか、

そういったところをもうやっていかないと、2050 年は結構あっという間に来ると思いなが

ら色々やってます。 

マッチングができるかとか、動かないことにはマッチングができないですが、目の前の

ものごとをやり繰り、今年は雪が多くてずっと除雪していたとかですね、やらないといけ

ないことが皆さんいっぱいあると思うので、その中でどう前に進んでいくのか。本当にそ

この意識とか、進めるモチベーションを維持してゆくとか、進めてゆく気合いとか、精神

論じゃないですけれども、より一層大事だと思うところです。  

  

服部篤子  

ありがとうございました。まとめを仰っていただきました。色々考えてても何も進まな

いな、というのは事実かなと思っています。大きな方向性を政府などがやっていてくださ

って、大手企業も動いていると。そうは言っても規模にかかわらず、人一人から成り立っ

ているということを金田さんも仰っていたことを考えると、次の一歩は私達なんだと思う

のです。今、崇先生がマイクを持ちましたので、どうぞ。  

  

服部崇  

ご質問の中に「私は何をすればいいんでしょうか」という質問があって「具体的には何

ですか？」というのがありました。具体的にお答えしようということではないのですが、

金田さんの今日のプレゼンの中に「マテリアリティ」という言葉があって、すごくいい言

葉だな、と思いました。その人その人が持てるものの中でどういうことができて、それを

社会の貢献にどう繋げてゆくか、ということ。このことを今日は新しく学んだと思いまし

た。グリーン社会、そして、グリーン社会におけるエネルギー政策を考える中で、それぞ

れの人がそれぞれの立場で何ができるかということを、マテリアリティを踏まえて追求し

てゆくということが第一歩かな、と思ったわけです。  

  

服部篤子  

ありがとうございます。これまたいいまとめを仰ってくださって、“マテリアリティ”

というのが１つのキーワードになる、ということですね。  

最後に、今里先生、突然振ってもいいですか？最後に締めていただこうと思っています

が、本当に長時間に渡り皆さまありがとうございました。聞いていただいてお分かりかと

思いますが、今日は最初からひとつの解を求めるということではなくて、これからグリー
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ン社会とＳＩというところの研究と実践を進めてゆくうえで、どういったところが論点に

なるか、ということを模索するのが第一目的でした。色々な話を頂戴することができまし

た。  

今里先生、最後に締めていただいてよろしいですか？  

  

今里滋  

本当に刺激的な面白い話でした。船橋さんの話「馬の天国創り」なのかなぁということ

ですね、馬が幸せに暮らせる、ある意味動物福祉の話でもあったんですけども、しかし

色々なイノベーションというのは立命の先生は仰るんですけれども、イノベーションとい

うのは色々な既存のものを組み合わせることによって、イノベーションが起こっていくん

だとよくお話されておられますけれども、まさにそうだな、と思いました。イノベーショ

ンと、わざわざ新しいものを創り出す必要もなくて、こういう要素というか、既存の技術、

既存のサービスをある社会的な課題に結び合わせてゆくというね、そういう結合というの

かな、結び合わせの技術というのが、方法というふうに言えるのではないか、と思いまし

た。そういう意味では、ある意味「気づき」があれば、誰でもどこでもいつでもイノベー

ションを起こせていく可能性があるんだな、というふうに、３人の先生のお話からメッセ

ージを受け取ったように思いますし、更にソーシャル・イノベーションに向けて、我々頑

張るぞ、というようなエンパワーメントになったような気がします。本日は、本当にあり

がとうございました。簡単ではございますが、私からの挨拶とさせていただきます。  

  

服部篤子  

ありがとうございました。本当に「結び合わせ」ですね。「イノベーションは新しい結

合」というように今日も、いろんなセクター、政府、企業、そして市民社会のセクターか

らお話をいただいた訳ですが、そのセクターを超えて新しい結合がこれから生まれてくる

のだろう、と思っております。  

最後まで長時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。 今日はま

だ第一歩でありますので、これからもよろしくお願いします。ますます内容を深めていく

という一年にしたいと思います。  

 


