
SDGs  ×  生物多様性 シンポジウム

F o o d  a n d  a g r i c u l t u r e  b u s i n e s s  c r e a t i n g  t h e  f u t u r e

未 来 を 創 る
食農ビジネス

2020 .2 . 17



未来を創る食農ビジネス
S D G s × 生 物 多 様 性  シ ン ポ ジ ウ ム

CONT EN T S

開催概要1 3
目 次
CONT EN T S

農林水産事務次官 末松　広行

1 2

－ 事例報告 － 「 企業や投資家の生物多様性戦略 」

「 ネスレのパーパス ( 存在意義 )とCSV の実践 」開会挨拶2 4

一般財団法人日本総合研究所 会長　多摩大学 学長 寺島　実郎  氏

特別講演

「 食の未来図  ～継承すべき自然の恵みと文化～ 」

3 5

東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授 橋本　禅  氏

基調講演

「 農林水産業による生物多様性保全への貢献 」

4 8

fascinate 株式会社 代表取締役社長 但馬　武  氏

SDGsダイアログとは5 17

トークセッション１6 19

fascinate 株式会社 代表取締役社長■ ファシリテーター 但馬　武  氏

東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授■ スピーカー 橋本　禅  氏

■ ファシリテーター

■ スピーカー

株式会社 大和総研 調査本部 研究主幹 河口　真理子  氏

ネスレ日本株式会社 マーケティング＆コミュニケーションズ本部
コーポレートアフェアーズ統括部
コーポレートコミュニケーション室 室長 阿部　純一  氏

「 ESG 経営 生物多様性に配慮した経営とは 」

－ 事例報告 － 「 小さな家族経営農家の飽くなき挑戦 ～ RE100 農家を目指して～ 」

トークセッション 27 37

fascinate 株式会社 代表取締役社長 但馬　武  氏

■ 進行 fascinate 株式会社 代表取締役社長 但馬　武  氏

02 Farm 6次化担当　NPO法人田舎のヒロインズ理事長 大津　愛梨  氏

東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授 橋本　禅  氏
株式会社 大和総研 調査本部 研究主幹 河口　真理子  氏
02 Farm 6次化担当　NPO法人田舎のヒロインズ理事長 大津　愛梨  氏
農林水産省大臣官房政策課環境政策室長 久保　牧衣子

いきもの株式会社 創業者・代表取締役 菊池　紳  氏
「 chiQ（チキュウ）が手がけるサステナブル・イノベーション 」

「 ブロックチェーン技術が導くエシカル消費マーケット 」
株式会社電通 電通イノベーションイニシアティブ プロデューサ― 鈴木　淳一  氏

 「 SDGs× 生物多様性 ビジネスリスクをチャンスへ 」

ラップアップセッション8 51



未来を創る食農ビジネス
S D G s × 生 物 多 様 性  シ ン ポ ジ ウ ム

CONT EN T S

開催概要1 3
目 次
CONT EN T S

農林水産事務次官 末松　広行

1 2

－ 事例報告 － 「 企業や投資家の生物多様性戦略 」

「 ネスレのパーパス ( 存在意義 )とCSV の実践 」開会挨拶2 4

一般財団法人日本総合研究所 会長　多摩大学 学長 寺島　実郎  氏

特別講演

「 食の未来図  ～継承すべき自然の恵みと文化～ 」

3 5

東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授 橋本　禅  氏

基調講演

「 農林水産業による生物多様性保全への貢献 」

4 8

fascinate 株式会社 代表取締役社長 但馬　武  氏

SDGsダイアログとは5 17

トークセッション１6 19

fascinate 株式会社 代表取締役社長■ ファシリテーター 但馬　武  氏

東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授■ スピーカー 橋本　禅  氏

■ ファシリテーター

■ スピーカー

株式会社 大和総研 調査本部 研究主幹 河口　真理子  氏

ネスレ日本株式会社 マーケティング＆コミュニケーションズ本部
コーポレートアフェアーズ統括部
コーポレートコミュニケーション室 室長 阿部　純一  氏

「 ESG 経営 生物多様性に配慮した経営とは 」

－ 事例報告 － 「 小さな家族経営農家の飽くなき挑戦 ～ RE100 農家を目指して～ 」

トークセッション 27 37

fascinate 株式会社 代表取締役社長 但馬　武  氏

■ 進行 fascinate 株式会社 代表取締役社長 但馬　武  氏

02 Farm 6次化担当　NPO法人田舎のヒロインズ理事長 大津　愛梨  氏

東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授 橋本　禅  氏
株式会社 大和総研 調査本部 研究主幹 河口　真理子  氏
02 Farm 6次化担当　NPO法人田舎のヒロインズ理事長 大津　愛梨  氏
農林水産省大臣官房政策課環境政策室長 久保　牧衣子

いきもの株式会社 創業者・代表取締役 菊池　紳  氏
「 chiQ（チキュウ）が手がけるサステナブル・イノベーション 」

「 ブロックチェーン技術が導くエシカル消費マーケット 」
株式会社電通 電通イノベーションイニシアティブ プロデューサ― 鈴木　淳一  氏

 「 SDGs× 生物多様性 ビジネスリスクをチャンスへ 」

ラップアップセッション8 51



未来を創る食農ビジネス
S D G s × 生 物 多 様 性  シ ン ポ ジ ウ ム

開 催 概 要

日時 令和 2年 2月17日（月）　13時 30 分～ 17 時 00 分

会場 農林水産省本省 7階講堂

プログラム

参加人数 183 名

主催 農林水産省

■開会挨拶
末松　広行（農林水産事務次官）

■特別講演
「食の未来図 ～継承すべき自然の恵みと文化～」
寺島　実郎 氏（一般財団法人日本総合研究所 会長　多摩大学 学長）

■基調講演
「農林水産業による生物多様性保全への貢献」
橋本　禅 氏（東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授）

■トークセッション１
「ESG経営  生物多様性に配慮した経営とは」
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但馬　武 氏（fascinate 株式会社　代表取締役社長）

　農林水産省次官の末松です。ＳＤＧｓ× 生物多様性シ
ンポジウム「未来を創る食農ビジネス」の開会にあたり
まして、主催者を代表し、一言御挨拶申し上げます。
　まずは、本日、大勢の皆様にお集まりいただいたこと
に対して、心より厚く御礼を申し上げます。

　農林水産省は食料の安定供給の確保、農林水産業の発
展、農山漁村等の振興等を図ることを任務としています。
これらを進める上で、生物多様性とは非常に密接な関係
があります。
　農業によって生産される農作物は生物多様性の恵みそ
のものであり、農山漁村で見られる地域特有の景観や文
化も生物多様性が生み出してきたものと言えます。このこ
とから農林水産省としても生物多様性の重要性を認識して
施策を進めているところです。

　初めて「農林水産省生物多様性戦略」というものを作っ
た時の担当課長が私でした。2007 年当時、まだ生物多
様性についての関心があまり高くない中での議論でした。
農林水産業と生物多様性の関係については、生物多様性
が農林水産業に欠かせないものであるという点では意見
の一致を見ました。
　しかしながら、農林水産業は生物多様性にどのような
影響を与えているのかという点については、実に様々な人
と議論したことが思い出されます。
今では、水田決議の採決などもあり、
持続可能な農林水産業は生物多様
性に貢献しているという認識が広
がっていますが、ここに至るまでに、
農林漁業者の方、ＮＰＯの方、企業
の方など、様々な方々の御尽力が
ありました。

　さらに近年では、我々が日常的
に消費する食料も、世界の生物多
様性との関わりがあるとの認識が
広がりつつあります。本年 10 月に

中国で開催予定の第 15 回生物多様性条約締約国会議に
おいて、生物多様性の新たな世界目標（ポスト愛知ター
ゲット）が決まる予定です。農林水産省としても、このポ
スト愛知ターゲットを見据えながら、農林水産省生物多様
性戦略の改定を予定しています。

　本日のシンポジウムでは、農業の現場からみた生物多
様性のお話から、生物多様性に関する国際的な議論や、
日本の食料供給が世界の生物多様性にどう影響している
のかといった視点で登壇者の方々からお話をいただくこと
としています。さらに、「農林水産省生物多様性戦略」を
策定した当時にはなかったビジネスという視点も、本日は
お伺いできると聞いています。

　生物多様性と人間、生物多様性と農林水産業が共存し
ていくという中で、生物多様性を最大限尊重しながらビジ
ネスにもつなげていき、人々が健康で豊かな生活を送るこ
とにもプラスになる道がきっとあるはずだと思っています。
　令和の時代にふさわしい戦略づくりとその実行に向けて
は、本日ご登壇いただく方々の御知見や、会場にお越し
いただいた皆様方のご協力が欠かせません。
　本日ここにお集まりいただいた皆様にとって、このシン
ポジウムが少しでも有意義なものとなることを祈念し、開
会の言葉とさせて頂きます。

開 会 挨 拶
農林水産事務次官 末松　広行
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本年秋に、生物多様性について今後 10 年間に達成すべき新たな世界目標（ポスト 2020 目標）が決定される予定です。このため、
農林水産省は「農林水産省生物多様性戦略」（2012 年改訂）の見直しを行うこととし、有識者による研究会において見直しにかかる
論点について検討を進めてきました。この研究会の成果を伝え、持続可能な生産・消費を実現するためのヒントになる先進的な
事例を紹介するほか、生物多様性保全を重視した食農ビジネスについて知り、それらを推進することを目的として、本シンポジウム
を開催しました。
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事例を紹介するほか、生物多様性保全を重視した食農ビジネスについて知り、それらを推進することを目的として、本シンポジウム
を開催しました。
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　短い時間ですので、できるだけ集中して後の話を考える上で
の切り口を提供できればと思います。
　私は「食と農」に関して、非常に強い思いを持っております。
雑誌『世界』（岩波書店）に、「日本再生の基軸」という題で
2 回に分けた論稿を寄稿しました。「日本再生の基軸として、
われわれの食と農に対する感受性を取り戻さなければいけな
い」ということを書いています。
　食と農の話に入る前に、我々が生きてきた「戦後」の日本を
振り返ってみたいと思います。まず、世界 GDP に占める日本の
比重ですが、1988 年に世界 GDP の 16%を占めていたものが、
30 年後、平成が終わってみたら、わずか 6% に落ち込んでい
たのです。私は、国際会議やシンポジウム等で様々な人と向き
合っていますが、彼らの中では「日本の埋没」があらゆる意味
で議論の前提になっていると感じます。
　1988 年時点では、中国、インド、ASEAN 等の日本を除い
たアジア全てを集めても、世界 GDP のシェアは 6%。当時、日
本はアジアでダントツの経済国家だったのです。
　ここで「工業生産力モデル」という言葉を確認しておきたい
のですが、戦後の日本は工業生産力で外貨を稼ごうとして、鉄
鋼、エレクトロニクス、自動車産業の最も際立っていた時期が
1980 年代後半でした。復興から高度成長を経て、工業生産力
モデルの優等生として胸を張っていたころです。
　ところが、平成が終わってみたら、日本を除くアジアの GDP
は世界 23% の比重になり、日本の 4 倍にもなっていたのです。
GDP が経済指標の全てではないですが、これは言わば付加価
値の総和ですから、日本の国民が知恵を出し、額に汗してつく
り出した付加価値の総和が、世界に占める比重は 16% から
6%にまで落ち込んだのです。
　ちなみに、1820 年、これは江戸時代ですが、当時、経済統
計などは存在しないのでコンピューターによるシミュレーション
ですが、日本の世界 GDP に占める比重は 3%。また、サンフラ
ンシスコ平和条約の前年の 1950 年も3%です。
　ここからが大事なのですが、15年後、そして20年後について、
国際機関等が予測を出してきています。それによると、世界
GDP に占める日本の比重は 3% になっているだろうというので
す。日本の「3% 定位置論」というのが、今、国際社会の中で

は暗黙の了解のようになっています。
　2 週間ほど前、国土交通省の審議会で配られた資料の中に、
三菱総研が昨年発表した 2050 年の日本に関するレポートがあ
ります。それによると2050 年の日本の GDP が、世界に占める
比重は、わずか 1.8% と予測しています。一方で現在、世界人
口に占める日本の比重が 1.7% ですから、人口比重 1.7% の国
が 3% の GDP なら、そこそこよくやっているではないかという
見方もあります。
　なぜこの話から始めているかというと、工業生産力モデルの
優等生ということは、ひっくり返して言えば「食料生産では落ち
こぼれ」ということなのです。
　国際分業論に立って、日本は食料自給率を落としてきました。
1965 年、東京オリンピックの翌年、カロリーベース 73% だっ
た自給率を、2018 年には 37% にまで落としています。分かり
やすく言うと、生産性の高い工業生産力で外貨を稼ぎ、食べ物
は海外から買ったほうが効率的だという国をつくってしまったの
です。
　しかし、今後の日本の将来を真剣に考えると、「食と農」の
新しい文脈での「復権」というものに相当真剣に立ち向かわな
いと、日本の再生はないというのが、われわれのシミュレーショ
ンから出てきます。

　もうひとつ、認識を深めておきたい前提があります。それが
異次元の高齢化。日本の埋没という話の大きな根拠のひとつで
す。日本の人口推計ですが、2019 年 11 月 1 日現在、ついに
80 歳以上が 1,100 万人を、100 歳以上が 7 万人を超しました。
65 歳以上にいたっては 3,500 万人を超したところに、今の日
本は立脚しています。2050 年の予測データだと、80 歳以上は
1,600 万人を超し、100 歳以上は 53 万人を超し、65 歳以上に
いたっては 3,800 万人ですから、約 4,000 万人に迫っています。
　日本の人口が 1 億人を超したのが 1966 年でした。前回の
東京オリンピックの 2 年後に 1 億人を超したのです。われわれ
は、この国の人口が 3,000 万人増えるサイクルと併走したので
す。日本の人口は2008年にピークアウトし、早ければ2048年、
遅くとも2053 年には 1 億人を割ると予測されています。
　これは一見「また 1 億人に戻るだけ」と考えがちなのです
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が全然違います。1 億人を超した瞬間の 1966 年、6.6%、つ
まり 660 万人しか、65 歳以上の人はいなかったのです。1 億
人を割る瞬間は 38%、なんと 1 億のうち 4,000 万人近くの高
齢者を抱えた状態なのです。
　のしかかる傘の雪のように、社会的コスト負担と考えて高齢
化社会を議論すると、日本の制度設計はことごとく破綻します。
一言でいうと、日本の再生に向けて、高齢者と女性の社会参画
を成功させなかったら日本の再生はありません。しかも、日本
の高齢化は世界ダントツの先行モデルになっています。
　何としてでも、高齢者を社会的に参画させる方向で、制度設
計を持っていかなくてはいけないというのが、今、私が関わっ
ているジェロントロジー研究協議会のもつ問題意識です。ジェ
ロントロジーというのは英和辞典を引くと「老年学」などと訳
され、老人の学問みたいに思いがちなのですが違います。高
齢化社会に対する考え方のパラダイムを変えなくてはいけない
ということです。

　気をつけていただきたいのは、一般論としての高齢化が問
題なのではないということです。都市郊外型の高齢化が問題だ
ということを確認しておきたいと思います。
　また、食料自給率ですが、2017 年度 ベースの、全国食料
自給率が 38% に対して、東京都の食料自給率はわずか 1%、
神奈川県が 2%、大阪府も東京都同じく 1% です。つまり、大
都市圏に産業と人口を集積させたということです。
　国道 16 号線は、東京をベルトのように取り巻いている国道
ですが、人々を効率的に住まわせなくてはいけないため、その
周辺に団地、ニュータウン、マンション群を造りました。今、
ここが一気に高齢化しています。
　分かりやすく言うと、農村社会における高齢化と、都市郊外
型の高齢化は違うということです。農耕社会を背負った高齢化
は、社会参画のシナリオがとても描きやすい。年齢と共に体力
気力が衰えても、至近距離に一次産業があるということは、参
画するプラットフォームが描きやすいのです。
　ところが日本は、国道 16 号線沿いに「食料自給率ゼロ」と
いう高齢化ゾーンをつくってしまった。あなたは年金をもらって
いるのだから、コンビニで弁当でも買って食べてればいいでは
ないかという人もいるかもしれませんが、人間社会とはそうい
うものでしょうか。これはシリコンバレーで成功を遂げた人た
ちと議論をしていても感じますが、人間は食べずには生きてい
けないというところに本質があるのではないかと思います。
　つまり、どんなに AI が進化しても、代わりに食べてもらうわ
けにはいきませんし、人間が人間である限り、食と農に対する

感受性が文化を創ります。そのことを思いださないといけない。
この国道 16 号線沿いの高齢化社会をどうするのかということ
が、異次元の高齢化社会に向けて、実は本質的な課題を象徴
していると思います。
　食と農と国道 16 号線との関係ということで、私の『ジェロン
トロジー宣言』（NHK 出版新書）という本がありますが、その
中で、横浜の団地の人たちが 30 人ぐらいで力を合わせて、長
野のリンゴ農園を手に入れてリンゴ作りをしているというケース
スタディをご紹介しています。
　「浜っ子中宿農園」という、最近結構有名になってきたプロ
ジェクトです。都市のサラリーマンだった人たちが運営していて、
仕事で経理をやっていた人がプロジェクトの経理担当。商社マ
ンだった人がマーケティング担当。中には、技術を学んだ人が
リンゴジュースやジャムまで作り始めて、大変な面白いプロジェ
クトに進化してきています。
　私は、多摩大学という東京西の多摩ニュータウンを背負った
地域にある大学の学長をやっていますが、3 年間、多摩ニュー
タウンの人たちに、食の関わりというものをもちませんかと呼
びかけています。大学のバスを用意して参加者を募り、田植え
から刈り入れまでやってみませんかというプロジェクトを実施し
ています。
　プロの農業をやっておられる方からすれば、ままごとみたい
なものかもしれませんが、驚くのは参加した人たちの表情の変
化です。その打ちあげ会で聞くのは、「今まで自分は、食べ物
というのは買って食べる係で、人生を送ってきた」と。一方で、
実際に「作る」ことにちょっとでも手を染めたら、人生観が変
わると皆さん仰います。毎日の食に対する向き合い方も変わっ
てくるのだそうです。
　これが生き方を変えるというのですから、ここにひとつのヒ
ントがあると思います。

　私は、東急の長期戦略等にも関わりながら意見を言っていま
すが、「デジタルトランスフォーメーション」が、これからの日
本を考える上でひとつのキーワードに挙げられます。東急は渋
谷の再開発に挑んでいますが、その中で超高層ビルが 11 月に
オープンしました。そのうちの 1 棟、オフィス部分全棟に
Google が入りました。間もなく渋谷は NHK と Google の街に
なります。また、東急は二子玉川の楽天を突き抜けて、南町田
にデジタルトランスフォーメーションを象徴するような、職住近
接のいわゆる新しい田園調布をつくるということです。
　しかし、私が提起しているのは、「食」をどうするかというこ
とです。

　昨年われわれが得た教訓に「台風 19 号」の災害があります。
多摩川、千曲川、阿武隈川等が氾濫しました。例えば多摩川。
流域の二子玉川は、さきほども楽天が本拠を置くという話をしま
したが、子育てママの聖地と言われるぐらいのモダンな街です。
ここが水没しました。武蔵小杉では 47 階建ての高層マンショ
ンが被害を受けました。地下 3 階が水没したところ、エレベー
タなど様々な機能が失われてしまったのです。さらには、田園
調布の一部が水没したなどという話から、われわれは異次元の
気候変動が起こっていると考えがちです。確かに、そういう部
分もあります。
　しかし、実は農耕放棄地 42 万ヘクタールというものが影響
しています。加えて、山林にしても、かつて多摩川の最上流域
は林業のメッカでした。山林と農地の保水力が治水を支えてい
たのです。食と農に関わると、明らかに水に関する問題意識を
高めます。なぜなら、食と農は水と相関しているから。そうい
う意味では、台風 19 号によって多摩川という東京のど真ん中
を流れている川の地域でさえ、「農地の疲弊」が大きなインパ
クトを与えているということを思い知らされたと言えます。
　あえてこの言葉を使っていますが、食と農に関わるということ
は「全人格的身体性」だと思います。要するに、どんなに AI
が進化しても、人間が人間である理由というのは何なのかとい
うことです。逆転の発想のように聞こえるかもしれませんが、日
本再生の軸として日本が仮に TPP に入ろうが、アメリカとの新
しい貿易協定に踏み込もうが、EU との協定に踏み込んで、よ
り多くの食べ物を海外から買う国に踏み込んでいくように見え
ながら、食料自給率をカロリーベースで 7 割に戻すぐらいの戦
略的知見が問われていると言ってもいいでしょう。
　そんなことが可能なのかと思われるでしょうが、例えば鶏卵
では、カロリーベース食料自給率は 13% と低くなっています。
実は、われわれは重量ベースでは、圧倒的に国産の卵を食べ
ています。しかし、飼料穀物を海外から入れているため、カロ
リーベースでは数値を大きく落とします。あらゆる知恵を出して、
例えば農耕放棄地において株式会社で農業をするとか、さまざ
まな仕組みで穀物を作って、ニワトリに食べさせる仕組みをつ
くり上げたら、理論的には鶏卵の自給率を限りなく重量ベース
に近づけられます。
　この間、スタンフォード大学で、私が「アメリカという国は、
西海岸のシリコンバレーのデジタルトランスフォーメーションを
代表する GAFA に代表されるような企業群と、東海岸のマネー

ゲーマーのウォールストリートによって引っ張っているようなも
のですね」と話をしたら、スタンフォードの方が「寺島さん、
ひとつ忘れていますよ」と言うのです。「アメリカの食料自給率
は 130%です」と。「日本は見よう見まねの IT 革命やマネーゲー
ムに奔走しておられるようだが、食料自給率は 4 割を割ってお
られるそうですね」という話を聞かされて、ドキッとなったもの
です。

　日本再生の基軸としては、IoT、デジタルトランスフォーメー
ションに関わる、あらゆる技術を集中してでも、あるいは工業
生産力モデルで培った技術を集中してでも、「食と農」の基盤
を立て直しておく必要があるのです。
　私の話はここで終えます。どうもありがとうございました。



5 6

［  特 別講演  ］

　短い時間ですので、できるだけ集中して後の話を考える上で
の切り口を提供できればと思います。
　私は「食と農」に関して、非常に強い思いを持っております。
雑誌『世界』（岩波書店）に、「日本再生の基軸」という題で
2 回に分けた論稿を寄稿しました。「日本再生の基軸として、
われわれの食と農に対する感受性を取り戻さなければいけな
い」ということを書いています。
　食と農の話に入る前に、我々が生きてきた「戦後」の日本を
振り返ってみたいと思います。まず、世界 GDP に占める日本の
比重ですが、1988 年に世界 GDP の 16%を占めていたものが、
30 年後、平成が終わってみたら、わずか 6% に落ち込んでい
たのです。私は、国際会議やシンポジウム等で様々な人と向き
合っていますが、彼らの中では「日本の埋没」があらゆる意味
で議論の前提になっていると感じます。
　1988 年時点では、中国、インド、ASEAN 等の日本を除い
たアジア全てを集めても、世界 GDP のシェアは 6%。当時、日
本はアジアでダントツの経済国家だったのです。
　ここで「工業生産力モデル」という言葉を確認しておきたい
のですが、戦後の日本は工業生産力で外貨を稼ごうとして、鉄
鋼、エレクトロニクス、自動車産業の最も際立っていた時期が
1980 年代後半でした。復興から高度成長を経て、工業生産力
モデルの優等生として胸を張っていたころです。
　ところが、平成が終わってみたら、日本を除くアジアの GDP
は世界 23% の比重になり、日本の 4 倍にもなっていたのです。
GDP が経済指標の全てではないですが、これは言わば付加価
値の総和ですから、日本の国民が知恵を出し、額に汗してつく
り出した付加価値の総和が、世界に占める比重は 16% から
6%にまで落ち込んだのです。
　ちなみに、1820 年、これは江戸時代ですが、当時、経済統
計などは存在しないのでコンピューターによるシミュレーション
ですが、日本の世界 GDP に占める比重は 3%。また、サンフラ
ンシスコ平和条約の前年の 1950 年も3%です。
　ここからが大事なのですが、15年後、そして20年後について、
国際機関等が予測を出してきています。それによると、世界
GDP に占める日本の比重は 3% になっているだろうというので
す。日本の「3% 定位置論」というのが、今、国際社会の中で

は暗黙の了解のようになっています。
　2 週間ほど前、国土交通省の審議会で配られた資料の中に、
三菱総研が昨年発表した 2050 年の日本に関するレポートがあ
ります。それによると2050 年の日本の GDP が、世界に占める
比重は、わずか 1.8% と予測しています。一方で現在、世界人
口に占める日本の比重が 1.7% ですから、人口比重 1.7% の国
が 3% の GDP なら、そこそこよくやっているではないかという
見方もあります。
　なぜこの話から始めているかというと、工業生産力モデルの
優等生ということは、ひっくり返して言えば「食料生産では落ち
こぼれ」ということなのです。
　国際分業論に立って、日本は食料自給率を落としてきました。
1965 年、東京オリンピックの翌年、カロリーベース 73% だっ
た自給率を、2018 年には 37% にまで落としています。分かり
やすく言うと、生産性の高い工業生産力で外貨を稼ぎ、食べ物
は海外から買ったほうが効率的だという国をつくってしまったの
です。
　しかし、今後の日本の将来を真剣に考えると、「食と農」の
新しい文脈での「復権」というものに相当真剣に立ち向かわな
いと、日本の再生はないというのが、われわれのシミュレーショ
ンから出てきます。

　もうひとつ、認識を深めておきたい前提があります。それが
異次元の高齢化。日本の埋没という話の大きな根拠のひとつで
す。日本の人口推計ですが、2019 年 11 月 1 日現在、ついに
80 歳以上が 1,100 万人を、100 歳以上が 7 万人を超しました。
65 歳以上にいたっては 3,500 万人を超したところに、今の日
本は立脚しています。2050 年の予測データだと、80 歳以上は
1,600 万人を超し、100 歳以上は 53 万人を超し、65 歳以上に
いたっては 3,800 万人ですから、約 4,000 万人に迫っています。
　日本の人口が 1 億人を超したのが 1966 年でした。前回の
東京オリンピックの 2 年後に 1 億人を超したのです。われわれ
は、この国の人口が 3,000 万人増えるサイクルと併走したので
す。日本の人口は2008年にピークアウトし、早ければ2048年、
遅くとも2053 年には 1 億人を割ると予測されています。
　これは一見「また 1 億人に戻るだけ」と考えがちなのです

特 別 講 演

食の未来図 ～継承すべき自然の恵みと文化～
一般財団法人日本総合研究所 会長　多摩大学 学長 寺島　実郎 氏

SDGs× 生物多様性 シンポジウム

が全然違います。1 億人を超した瞬間の 1966 年、6.6%、つ
まり 660 万人しか、65 歳以上の人はいなかったのです。1 億
人を割る瞬間は 38%、なんと 1 億のうち 4,000 万人近くの高
齢者を抱えた状態なのです。
　のしかかる傘の雪のように、社会的コスト負担と考えて高齢
化社会を議論すると、日本の制度設計はことごとく破綻します。
一言でいうと、日本の再生に向けて、高齢者と女性の社会参画
を成功させなかったら日本の再生はありません。しかも、日本
の高齢化は世界ダントツの先行モデルになっています。
　何としてでも、高齢者を社会的に参画させる方向で、制度設
計を持っていかなくてはいけないというのが、今、私が関わっ
ているジェロントロジー研究協議会のもつ問題意識です。ジェ
ロントロジーというのは英和辞典を引くと「老年学」などと訳
され、老人の学問みたいに思いがちなのですが違います。高
齢化社会に対する考え方のパラダイムを変えなくてはいけない
ということです。

　気をつけていただきたいのは、一般論としての高齢化が問
題なのではないということです。都市郊外型の高齢化が問題だ
ということを確認しておきたいと思います。
　また、食料自給率ですが、2017 年度 ベースの、全国食料
自給率が 38% に対して、東京都の食料自給率はわずか 1%、
神奈川県が 2%、大阪府も東京都同じく 1% です。つまり、大
都市圏に産業と人口を集積させたということです。
　国道 16 号線は、東京をベルトのように取り巻いている国道
ですが、人々を効率的に住まわせなくてはいけないため、その
周辺に団地、ニュータウン、マンション群を造りました。今、
ここが一気に高齢化しています。
　分かりやすく言うと、農村社会における高齢化と、都市郊外
型の高齢化は違うということです。農耕社会を背負った高齢化
は、社会参画のシナリオがとても描きやすい。年齢と共に体力
気力が衰えても、至近距離に一次産業があるということは、参
画するプラットフォームが描きやすいのです。
　ところが日本は、国道 16 号線沿いに「食料自給率ゼロ」と
いう高齢化ゾーンをつくってしまった。あなたは年金をもらって
いるのだから、コンビニで弁当でも買って食べてればいいでは
ないかという人もいるかもしれませんが、人間社会とはそうい
うものでしょうか。これはシリコンバレーで成功を遂げた人た
ちと議論をしていても感じますが、人間は食べずには生きてい
けないというところに本質があるのではないかと思います。
　つまり、どんなに AI が進化しても、代わりに食べてもらうわ
けにはいきませんし、人間が人間である限り、食と農に対する

感受性が文化を創ります。そのことを思いださないといけない。
この国道 16 号線沿いの高齢化社会をどうするのかということ
が、異次元の高齢化社会に向けて、実は本質的な課題を象徴
していると思います。
　食と農と国道 16 号線との関係ということで、私の『ジェロン
トロジー宣言』（NHK 出版新書）という本がありますが、その
中で、横浜の団地の人たちが 30 人ぐらいで力を合わせて、長
野のリンゴ農園を手に入れてリンゴ作りをしているというケース
スタディをご紹介しています。
　「浜っ子中宿農園」という、最近結構有名になってきたプロ
ジェクトです。都市のサラリーマンだった人たちが運営していて、
仕事で経理をやっていた人がプロジェクトの経理担当。商社マ
ンだった人がマーケティング担当。中には、技術を学んだ人が
リンゴジュースやジャムまで作り始めて、大変な面白いプロジェ
クトに進化してきています。
　私は、多摩大学という東京西の多摩ニュータウンを背負った
地域にある大学の学長をやっていますが、3 年間、多摩ニュー
タウンの人たちに、食の関わりというものをもちませんかと呼
びかけています。大学のバスを用意して参加者を募り、田植え
から刈り入れまでやってみませんかというプロジェクトを実施し
ています。
　プロの農業をやっておられる方からすれば、ままごとみたい
なものかもしれませんが、驚くのは参加した人たちの表情の変
化です。その打ちあげ会で聞くのは、「今まで自分は、食べ物
というのは買って食べる係で、人生を送ってきた」と。一方で、
実際に「作る」ことにちょっとでも手を染めたら、人生観が変
わると皆さん仰います。毎日の食に対する向き合い方も変わっ
てくるのだそうです。
　これが生き方を変えるというのですから、ここにひとつのヒ
ントがあると思います。

　私は、東急の長期戦略等にも関わりながら意見を言っていま
すが、「デジタルトランスフォーメーション」が、これからの日
本を考える上でひとつのキーワードに挙げられます。東急は渋
谷の再開発に挑んでいますが、その中で超高層ビルが 11 月に
オープンしました。そのうちの 1 棟、オフィス部分全棟に
Google が入りました。間もなく渋谷は NHK と Google の街に
なります。また、東急は二子玉川の楽天を突き抜けて、南町田
にデジタルトランスフォーメーションを象徴するような、職住近
接のいわゆる新しい田園調布をつくるということです。
　しかし、私が提起しているのは、「食」をどうするかというこ
とです。

　昨年われわれが得た教訓に「台風 19 号」の災害があります。
多摩川、千曲川、阿武隈川等が氾濫しました。例えば多摩川。
流域の二子玉川は、さきほども楽天が本拠を置くという話をしま
したが、子育てママの聖地と言われるぐらいのモダンな街です。
ここが水没しました。武蔵小杉では 47 階建ての高層マンショ
ンが被害を受けました。地下 3 階が水没したところ、エレベー
タなど様々な機能が失われてしまったのです。さらには、田園
調布の一部が水没したなどという話から、われわれは異次元の
気候変動が起こっていると考えがちです。確かに、そういう部
分もあります。
　しかし、実は農耕放棄地 42 万ヘクタールというものが影響
しています。加えて、山林にしても、かつて多摩川の最上流域
は林業のメッカでした。山林と農地の保水力が治水を支えてい
たのです。食と農に関わると、明らかに水に関する問題意識を
高めます。なぜなら、食と農は水と相関しているから。そうい
う意味では、台風 19 号によって多摩川という東京のど真ん中
を流れている川の地域でさえ、「農地の疲弊」が大きなインパ
クトを与えているということを思い知らされたと言えます。
　あえてこの言葉を使っていますが、食と農に関わるということ
は「全人格的身体性」だと思います。要するに、どんなに AI
が進化しても、人間が人間である理由というのは何なのかとい
うことです。逆転の発想のように聞こえるかもしれませんが、日
本再生の軸として日本が仮に TPP に入ろうが、アメリカとの新
しい貿易協定に踏み込もうが、EU との協定に踏み込んで、よ
り多くの食べ物を海外から買う国に踏み込んでいくように見え
ながら、食料自給率をカロリーベースで 7 割に戻すぐらいの戦
略的知見が問われていると言ってもいいでしょう。
　そんなことが可能なのかと思われるでしょうが、例えば鶏卵
では、カロリーベース食料自給率は 13% と低くなっています。
実は、われわれは重量ベースでは、圧倒的に国産の卵を食べ
ています。しかし、飼料穀物を海外から入れているため、カロ
リーベースでは数値を大きく落とします。あらゆる知恵を出して、
例えば農耕放棄地において株式会社で農業をするとか、さまざ
まな仕組みで穀物を作って、ニワトリに食べさせる仕組みをつ
くり上げたら、理論的には鶏卵の自給率を限りなく重量ベース
に近づけられます。
　この間、スタンフォード大学で、私が「アメリカという国は、
西海岸のシリコンバレーのデジタルトランスフォーメーションを
代表する GAFA に代表されるような企業群と、東海岸のマネー

ゲーマーのウォールストリートによって引っ張っているようなも
のですね」と話をしたら、スタンフォードの方が「寺島さん、
ひとつ忘れていますよ」と言うのです。「アメリカの食料自給率
は 130%です」と。「日本は見よう見まねの IT 革命やマネーゲー
ムに奔走しておられるようだが、食料自給率は 4 割を割ってお
られるそうですね」という話を聞かされて、ドキッとなったもの
です。

　日本再生の基軸としては、IoT、デジタルトランスフォーメー
ションに関わる、あらゆる技術を集中してでも、あるいは工業
生産力モデルで培った技術を集中してでも、「食と農」の基盤
を立て直しておく必要があるのです。
　私の話はここで終えます。どうもありがとうございました。



　短い時間ですので、できるだけ集中して後の話を考える上で
の切り口を提供できればと思います。
　私は「食と農」に関して、非常に強い思いを持っております。
雑誌『世界』（岩波書店）に、「日本再生の基軸」という題で
2 回に分けた論稿を寄稿しました。「日本再生の基軸として、
われわれの食と農に対する感受性を取り戻さなければいけな
い」ということを書いています。
　食と農の話に入る前に、我々が生きてきた「戦後」の日本を
振り返ってみたいと思います。まず、世界 GDP に占める日本の
比重ですが、1988 年に世界 GDP の 16%を占めていたものが、
30 年後、平成が終わってみたら、わずか 6% に落ち込んでい
たのです。私は、国際会議やシンポジウム等で様々な人と向き
合っていますが、彼らの中では「日本の埋没」があらゆる意味
で議論の前提になっていると感じます。
　1988 年時点では、中国、インド、ASEAN 等の日本を除い
たアジア全てを集めても、世界 GDP のシェアは 6%。当時、日
本はアジアでダントツの経済国家だったのです。
　ここで「工業生産力モデル」という言葉を確認しておきたい
のですが、戦後の日本は工業生産力で外貨を稼ごうとして、鉄
鋼、エレクトロニクス、自動車産業の最も際立っていた時期が
1980 年代後半でした。復興から高度成長を経て、工業生産力
モデルの優等生として胸を張っていたころです。
　ところが、平成が終わってみたら、日本を除くアジアの GDP
は世界 23% の比重になり、日本の 4 倍にもなっていたのです。
GDP が経済指標の全てではないですが、これは言わば付加価
値の総和ですから、日本の国民が知恵を出し、額に汗してつく
り出した付加価値の総和が、世界に占める比重は 16% から
6%にまで落ち込んだのです。
　ちなみに、1820 年、これは江戸時代ですが、当時、経済統
計などは存在しないのでコンピューターによるシミュレーション
ですが、日本の世界 GDP に占める比重は 3%。また、サンフラ
ンシスコ平和条約の前年の 1950 年も3%です。
　ここからが大事なのですが、15年後、そして20年後について、
国際機関等が予測を出してきています。それによると、世界
GDP に占める日本の比重は 3% になっているだろうというので
す。日本の「3% 定位置論」というのが、今、国際社会の中で

は暗黙の了解のようになっています。
　2 週間ほど前、国土交通省の審議会で配られた資料の中に、
三菱総研が昨年発表した 2050 年の日本に関するレポートがあ
ります。それによると2050 年の日本の GDP が、世界に占める
比重は、わずか 1.8% と予測しています。一方で現在、世界人
口に占める日本の比重が 1.7% ですから、人口比重 1.7% の国
が 3% の GDP なら、そこそこよくやっているではないかという
見方もあります。
　なぜこの話から始めているかというと、工業生産力モデルの
優等生ということは、ひっくり返して言えば「食料生産では落ち
こぼれ」ということなのです。
　国際分業論に立って、日本は食料自給率を落としてきました。
1965 年、東京オリンピックの翌年、カロリーベース 73% だっ
た自給率を、2018 年には 37% にまで落としています。分かり
やすく言うと、生産性の高い工業生産力で外貨を稼ぎ、食べ物
は海外から買ったほうが効率的だという国をつくってしまったの
です。
　しかし、今後の日本の将来を真剣に考えると、「食と農」の
新しい文脈での「復権」というものに相当真剣に立ち向かわな
いと、日本の再生はないというのが、われわれのシミュレーショ
ンから出てきます。

　もうひとつ、認識を深めておきたい前提があります。それが
異次元の高齢化。日本の埋没という話の大きな根拠のひとつで
す。日本の人口推計ですが、2019 年 11 月 1 日現在、ついに
80 歳以上が 1,100 万人を、100 歳以上が 7 万人を超しました。
65 歳以上にいたっては 3,500 万人を超したところに、今の日
本は立脚しています。2050 年の予測データだと、80 歳以上は
1,600 万人を超し、100 歳以上は 53 万人を超し、65 歳以上に
いたっては 3,800 万人ですから、約 4,000 万人に迫っています。
　日本の人口が 1 億人を超したのが 1966 年でした。前回の
東京オリンピックの 2 年後に 1 億人を超したのです。われわれ
は、この国の人口が 3,000 万人増えるサイクルと併走したので
す。日本の人口は2008年にピークアウトし、早ければ2048年、
遅くとも2053 年には 1 億人を割ると予測されています。
　これは一見「また 1 億人に戻るだけ」と考えがちなのです
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いう高齢化ゾーンをつくってしまった。あなたは年金をもらって
いるのだから、コンビニで弁当でも買って食べてればいいでは
ないかという人もいるかもしれませんが、人間社会とはそうい
うものでしょうか。これはシリコンバレーで成功を遂げた人た
ちと議論をしていても感じますが、人間は食べずには生きてい
けないというところに本質があるのではないかと思います。
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中で、横浜の団地の人たちが 30 人ぐらいで力を合わせて、長
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クトに進化してきています。
　私は、多摩大学という東京西の多摩ニュータウンを背負った
地域にある大学の学長をやっていますが、3 年間、多摩ニュー
タウンの人たちに、食の関わりというものをもちませんかと呼
びかけています。大学のバスを用意して参加者を募り、田植え
から刈り入れまでやってみませんかというプロジェクトを実施し
ています。
　プロの農業をやっておられる方からすれば、ままごとみたい
なものかもしれませんが、驚くのは参加した人たちの表情の変
化です。その打ちあげ会で聞くのは、「今まで自分は、食べ物
というのは買って食べる係で、人生を送ってきた」と。一方で、
実際に「作る」ことにちょっとでも手を染めたら、人生観が変
わると皆さん仰います。毎日の食に対する向き合い方も変わっ
てくるのだそうです。
　これが生き方を変えるというのですから、ここにひとつのヒ
ントがあると思います。

　私は、東急の長期戦略等にも関わりながら意見を言っていま
すが、「デジタルトランスフォーメーション」が、これからの日
本を考える上でひとつのキーワードに挙げられます。東急は渋
谷の再開発に挑んでいますが、その中で超高層ビルが 11 月に
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にデジタルトランスフォーメーションを象徴するような、職住近
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ここが水没しました。武蔵小杉では 47 階建ての高層マンショ
ンが被害を受けました。地下 3 階が水没したところ、エレベー
タなど様々な機能が失われてしまったのです。さらには、田園
調布の一部が水没したなどという話から、われわれは異次元の
気候変動が起こっていると考えがちです。確かに、そういう部
分もあります。
　しかし、実は農耕放棄地 42 万ヘクタールというものが影響
しています。加えて、山林にしても、かつて多摩川の最上流域
は林業のメッカでした。山林と農地の保水力が治水を支えてい
たのです。食と農に関わると、明らかに水に関する問題意識を
高めます。なぜなら、食と農は水と相関しているから。そうい
う意味では、台風 19 号によって多摩川という東京のど真ん中
を流れている川の地域でさえ、「農地の疲弊」が大きなインパ
クトを与えているということを思い知らされたと言えます。
　あえてこの言葉を使っていますが、食と農に関わるということ
は「全人格的身体性」だと思います。要するに、どんなに AI
が進化しても、人間が人間である理由というのは何なのかとい
うことです。逆転の発想のように聞こえるかもしれませんが、日
本再生の軸として日本が仮に TPP に入ろうが、アメリカとの新
しい貿易協定に踏み込もうが、EU との協定に踏み込んで、よ
り多くの食べ物を海外から買う国に踏み込んでいくように見え
ながら、食料自給率をカロリーベースで 7 割に戻すぐらいの戦
略的知見が問われていると言ってもいいでしょう。
　そんなことが可能なのかと思われるでしょうが、例えば鶏卵
では、カロリーベース食料自給率は 13% と低くなっています。
実は、われわれは重量ベースでは、圧倒的に国産の卵を食べ
ています。しかし、飼料穀物を海外から入れているため、カロ
リーベースでは数値を大きく落とします。あらゆる知恵を出して、
例えば農耕放棄地において株式会社で農業をするとか、さまざ
まな仕組みで穀物を作って、ニワトリに食べさせる仕組みをつ
くり上げたら、理論的には鶏卵の自給率を限りなく重量ベース
に近づけられます。
　この間、スタンフォード大学で、私が「アメリカという国は、
西海岸のシリコンバレーのデジタルトランスフォーメーションを
代表する GAFA に代表されるような企業群と、東海岸のマネー

ゲーマーのウォールストリートによって引っ張っているようなも
のですね」と話をしたら、スタンフォードの方が「寺島さん、
ひとつ忘れていますよ」と言うのです。「アメリカの食料自給率
は 130%です」と。「日本は見よう見まねの IT 革命やマネーゲー
ムに奔走しておられるようだが、食料自給率は 4 割を割ってお
られるそうですね」という話を聞かされて、ドキッとなったもの
です。

　日本再生の基軸としては、IoT、デジタルトランスフォーメー
ションに関わる、あらゆる技術を集中してでも、あるいは工業
生産力モデルで培った技術を集中してでも、「食と農」の基盤
を立て直しておく必要があるのです。
　私の話はここで終えます。どうもありがとうございました。

［  基 調講演  ］
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農林水産業による生物多様性保全への貢献
東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授 橋本　禅 氏

SDGs× 生物多様性 シンポジウム

　私は今年度、農林水産省の「生物多様性戦略の見直しに関
する有識者研究会」の座長をさせていただいておりました。
私の今日の発表は、その研究会からの提言を取りまとめたも
のでございます。資料は文字数が多いですが、これは農林水
産省の公式の資料で、ホームページ等に掲載しております。
内容について詳しくご覧になりたい方は、そちらをご覧いた
だければと思います。
　研究会での検討内容をご説明する前に、一部関連すること
として、生物多様性保全に関する近年の国内外の動向につい
て、簡単に触れておきたいと思います。
　今日、冒頭で末松次官からも説明がありましたが、今年は
生物多様性保全を考えていく上でとても重要な年です。2020
年に、生物多様性条約の第 15 回締約国会議が中国の昆明で開

催されます。ここで何が議論されるかというと、2010 年に国
際合意された「愛知目標」に変わる新しい「ポスト 2020 目標」
というものが議論され、最終合意される見込みです。これが
合意されると、2020 年から 30 年までの、生物多様性保全に
関しての国際的な目標が明確になるわけです。日本を含む加
盟国では、それぞれの国が持っている生物多様性国家戦略を
見直していく必要に迫られています。ですから、今年度農林
水産省で実施された戦略の見直し作業は、こういった国際動
向を踏まえてのことであるということをご理解いただければ
と思います。

出所：登壇者講演資料

　これに関連して、国際的にいくつか重要な動きがあります。
2018 年 3 月に IPBES（生物多様性及び生態系サービスに関す
る政府間科学 - 政策プラットフォーム）という組織が、――こ
れは、生物多様性版の IPCC（国連気候変動に関する政府間パ
ネル）のようなものですが――土地劣化と再生に関するアセ
スメントレポートというのを出しています。「土地劣化と再生」
というと、生物多様性とあまり関係のないように思われるか
もしれませんがそんなことはありません。ここでいう土地劣
化とは、生物多様性や生態系の劣化を含む、土地の全般的な
荒廃のことを指しています。
　こういった土地劣化を引き起こしたり、関連する生物多様性
の損失を引き起こしたりしている原因のひとつとして、レポー
トの中で指摘されたのが貿易の拡大によるサプライチェーンの
長大化です。消費者と生産者の距離が遠くなり過ぎたことで、
われわれ消費者が生産地で何が起きているかということを意識
しづらくなった。あるいは、それに対しての政策的な対応を取
りづらくしているということが指摘されたのです。
　そしてもう一つ、同じ IPBES が昨年 5 月に出した報告書です。

地球規模の生物多様性と生態系サービスに関しての状況を評
価して取りまとめたこの報告書では、今後、数十年間で約
100 万種の動植物の絶滅が危惧されるということが指摘され
ています。それどころか、愛知目標の達成がほぼ不可能であ
ること。このまま生物多様性や、生態系サービスの劣化が続
くと、2015 年に合意された国連の持続可能な開発目標、いわ
ゆる SDGs の達成すら危ぶまれることまで指摘されています。
同じく、国連食料農業機関（FAO）が昨年重要なレポートを
出し、そこでも生物多様性と農業、食料とのつながりの重要
性が指摘されています。
　しかし、その農業や食料生産を支えている生物多様性は、
世界的に劣化傾向が続いており、これが食料安全保障や、
SDGs の実現を妨げることが指摘されています。他方、肯定的
な良い情報もあります。現在、投資家等による企業価値評価
の判断材料として、ESG（環境・社会・ガバナンス）に対して
の関心が高まっています。それを受けて経営における環境保
全の取り組みが大きく注目され、かつ環境保全に向けた企業
経営というものが進みつつあります。

　とはいえ、生物多様性分野は、その中では多少遅れている
ということも指摘されています。このような情勢の中、今回、
農林水産省の生物多様性戦略の見直しが着手されたのです。
　ここからは、有識者研究会で出てきたいくつかの論点から、
次の「生物多様性戦略」改訂作業の際に盛り込まれるべきこと
について簡単にご紹介していきたいと思います。
　まずは、農林水産業や農山漁村が、生物多様性を育んできた
ということです。先ほど申し上げておりますように、生物多様性
は農業生産の基盤になるものです。食料、あるいはその他の生
産物を供給する基礎になるだけではなく、先ほど寺島先生のご
発表の中であった洪水防止、あるいは水質の浄化、あるいはそ
れぞれの地域の伝統文化、美しい景色、こういったさまざまな
自然の恵みを国民に供給しているわけです。
　これらは適切な農林水産業と共に育まれてきましたし、単なる
産業だけではなく、農山漁村に暮らしている方々の役割というの
もとても重要になっています。生物多様性は、食料生産以外にも、
近年は生態系サービスを活用した防災減災、あるいはグリーン
インフラという形で広く社会的にも注目を集めているところです。

　しかしながら、農林水産業は、必ずしも正の影響だけを環境
に及ぼしているわけではありません。生産様式の取られ方によっ
ては、環境に対して悪影響も及ぼしうることは皆さんよくご存じ
と思います。
　以前から、負の影響については従来の農林水産省戦略の中に
も盛り込まれておりますが、特に今回の改訂作業で注意すべき
ところとして、近年問題になっているようなプラスチックによる海
洋汚染の原因になるようなものについての意見が委員の中から
多数出ました。
　あるいは、食品ロスの問題。あるいは冒頭で述べたような貿
易を通じた生物多様性へのマイナス影響ということも踏まえて、
われわれの生産、消費のあり方について見直すきっかけを、こ
の戦略が担っていく必要があるのです。実際に、貿易がどの程度、
生物多様性に対してマイナスの影響を与えているのかということ
についてひとつ資料を入れておきました。



　短い時間ですので、できるだけ集中して後の話を考える上で
の切り口を提供できればと思います。
　私は「食と農」に関して、非常に強い思いを持っております。
雑誌『世界』（岩波書店）に、「日本再生の基軸」という題で
2 回に分けた論稿を寄稿しました。「日本再生の基軸として、
われわれの食と農に対する感受性を取り戻さなければいけな
い」ということを書いています。
　食と農の話に入る前に、我々が生きてきた「戦後」の日本を
振り返ってみたいと思います。まず、世界 GDP に占める日本の
比重ですが、1988 年に世界 GDP の 16%を占めていたものが、
30 年後、平成が終わってみたら、わずか 6% に落ち込んでい
たのです。私は、国際会議やシンポジウム等で様々な人と向き
合っていますが、彼らの中では「日本の埋没」があらゆる意味
で議論の前提になっていると感じます。
　1988 年時点では、中国、インド、ASEAN 等の日本を除い
たアジア全てを集めても、世界 GDP のシェアは 6%。当時、日
本はアジアでダントツの経済国家だったのです。
　ここで「工業生産力モデル」という言葉を確認しておきたい
のですが、戦後の日本は工業生産力で外貨を稼ごうとして、鉄
鋼、エレクトロニクス、自動車産業の最も際立っていた時期が
1980 年代後半でした。復興から高度成長を経て、工業生産力
モデルの優等生として胸を張っていたころです。
　ところが、平成が終わってみたら、日本を除くアジアの GDP
は世界 23% の比重になり、日本の 4 倍にもなっていたのです。
GDP が経済指標の全てではないですが、これは言わば付加価
値の総和ですから、日本の国民が知恵を出し、額に汗してつく
り出した付加価値の総和が、世界に占める比重は 16% から
6%にまで落ち込んだのです。
　ちなみに、1820 年、これは江戸時代ですが、当時、経済統
計などは存在しないのでコンピューターによるシミュレーション
ですが、日本の世界 GDP に占める比重は 3%。また、サンフラ
ンシスコ平和条約の前年の 1950 年も3%です。
　ここからが大事なのですが、15年後、そして20年後について、
国際機関等が予測を出してきています。それによると、世界
GDP に占める日本の比重は 3% になっているだろうというので
す。日本の「3% 定位置論」というのが、今、国際社会の中で

は暗黙の了解のようになっています。
　2 週間ほど前、国土交通省の審議会で配られた資料の中に、
三菱総研が昨年発表した 2050 年の日本に関するレポートがあ
ります。それによると2050 年の日本の GDP が、世界に占める
比重は、わずか 1.8% と予測しています。一方で現在、世界人
口に占める日本の比重が 1.7% ですから、人口比重 1.7% の国
が 3% の GDP なら、そこそこよくやっているではないかという
見方もあります。
　なぜこの話から始めているかというと、工業生産力モデルの
優等生ということは、ひっくり返して言えば「食料生産では落ち
こぼれ」ということなのです。
　国際分業論に立って、日本は食料自給率を落としてきました。
1965 年、東京オリンピックの翌年、カロリーベース 73% だっ
た自給率を、2018 年には 37% にまで落としています。分かり
やすく言うと、生産性の高い工業生産力で外貨を稼ぎ、食べ物
は海外から買ったほうが効率的だという国をつくってしまったの
です。
　しかし、今後の日本の将来を真剣に考えると、「食と農」の
新しい文脈での「復権」というものに相当真剣に立ち向かわな
いと、日本の再生はないというのが、われわれのシミュレーショ
ンから出てきます。

　もうひとつ、認識を深めておきたい前提があります。それが
異次元の高齢化。日本の埋没という話の大きな根拠のひとつで
す。日本の人口推計ですが、2019 年 11 月 1 日現在、ついに
80 歳以上が 1,100 万人を、100 歳以上が 7 万人を超しました。
65 歳以上にいたっては 3,500 万人を超したところに、今の日
本は立脚しています。2050 年の予測データだと、80 歳以上は
1,600 万人を超し、100 歳以上は 53 万人を超し、65 歳以上に
いたっては 3,800 万人ですから、約 4,000 万人に迫っています。
　日本の人口が 1 億人を超したのが 1966 年でした。前回の
東京オリンピックの 2 年後に 1 億人を超したのです。われわれ
は、この国の人口が 3,000 万人増えるサイクルと併走したので
す。日本の人口は2008年にピークアウトし、早ければ2048年、
遅くとも2053 年には 1 億人を割ると予測されています。
　これは一見「また 1 億人に戻るだけ」と考えがちなのです

「 食の未来図 ～継承すべき自然の恵みと文化～ 」SDGs× 生物多様性 シンポジウム

が全然違います。1 億人を超した瞬間の 1966 年、6.6%、つ
まり 660 万人しか、65 歳以上の人はいなかったのです。1 億
人を割る瞬間は 38%、なんと 1 億のうち 4,000 万人近くの高
齢者を抱えた状態なのです。
　のしかかる傘の雪のように、社会的コスト負担と考えて高齢
化社会を議論すると、日本の制度設計はことごとく破綻します。
一言でいうと、日本の再生に向けて、高齢者と女性の社会参画
を成功させなかったら日本の再生はありません。しかも、日本
の高齢化は世界ダントツの先行モデルになっています。
　何としてでも、高齢者を社会的に参画させる方向で、制度設
計を持っていかなくてはいけないというのが、今、私が関わっ
ているジェロントロジー研究協議会のもつ問題意識です。ジェ
ロントロジーというのは英和辞典を引くと「老年学」などと訳
され、老人の学問みたいに思いがちなのですが違います。高
齢化社会に対する考え方のパラダイムを変えなくてはいけない
ということです。

　気をつけていただきたいのは、一般論としての高齢化が問
題なのではないということです。都市郊外型の高齢化が問題だ
ということを確認しておきたいと思います。
　また、食料自給率ですが、2017 年度 ベースの、全国食料
自給率が 38% に対して、東京都の食料自給率はわずか 1%、
神奈川県が 2%、大阪府も東京都同じく 1% です。つまり、大
都市圏に産業と人口を集積させたということです。
　国道 16 号線は、東京をベルトのように取り巻いている国道
ですが、人々を効率的に住まわせなくてはいけないため、その
周辺に団地、ニュータウン、マンション群を造りました。今、
ここが一気に高齢化しています。
　分かりやすく言うと、農村社会における高齢化と、都市郊外
型の高齢化は違うということです。農耕社会を背負った高齢化
は、社会参画のシナリオがとても描きやすい。年齢と共に体力
気力が衰えても、至近距離に一次産業があるということは、参
画するプラットフォームが描きやすいのです。
　ところが日本は、国道 16 号線沿いに「食料自給率ゼロ」と
いう高齢化ゾーンをつくってしまった。あなたは年金をもらって
いるのだから、コンビニで弁当でも買って食べてればいいでは
ないかという人もいるかもしれませんが、人間社会とはそうい
うものでしょうか。これはシリコンバレーで成功を遂げた人た
ちと議論をしていても感じますが、人間は食べずには生きてい
けないというところに本質があるのではないかと思います。
　つまり、どんなに AI が進化しても、代わりに食べてもらうわ
けにはいきませんし、人間が人間である限り、食と農に対する

感受性が文化を創ります。そのことを思いださないといけない。
この国道 16 号線沿いの高齢化社会をどうするのかということ
が、異次元の高齢化社会に向けて、実は本質的な課題を象徴
していると思います。
　食と農と国道 16 号線との関係ということで、私の『ジェロン
トロジー宣言』（NHK 出版新書）という本がありますが、その
中で、横浜の団地の人たちが 30 人ぐらいで力を合わせて、長
野のリンゴ農園を手に入れてリンゴ作りをしているというケース
スタディをご紹介しています。
　「浜っ子中宿農園」という、最近結構有名になってきたプロ
ジェクトです。都市のサラリーマンだった人たちが運営していて、
仕事で経理をやっていた人がプロジェクトの経理担当。商社マ
ンだった人がマーケティング担当。中には、技術を学んだ人が
リンゴジュースやジャムまで作り始めて、大変な面白いプロジェ
クトに進化してきています。
　私は、多摩大学という東京西の多摩ニュータウンを背負った
地域にある大学の学長をやっていますが、3 年間、多摩ニュー
タウンの人たちに、食の関わりというものをもちませんかと呼
びかけています。大学のバスを用意して参加者を募り、田植え
から刈り入れまでやってみませんかというプロジェクトを実施し
ています。
　プロの農業をやっておられる方からすれば、ままごとみたい
なものかもしれませんが、驚くのは参加した人たちの表情の変
化です。その打ちあげ会で聞くのは、「今まで自分は、食べ物
というのは買って食べる係で、人生を送ってきた」と。一方で、
実際に「作る」ことにちょっとでも手を染めたら、人生観が変
わると皆さん仰います。毎日の食に対する向き合い方も変わっ
てくるのだそうです。
　これが生き方を変えるというのですから、ここにひとつのヒ
ントがあると思います。
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農林水産業による生物多様性保全への貢献
東京大学大学院農学生命科学研究科 准教授 橋本　禅 氏

SDGs× 生物多様性 シンポジウム

　私は今年度、農林水産省の「生物多様性戦略の見直しに関
する有識者研究会」の座長をさせていただいておりました。
私の今日の発表は、その研究会からの提言を取りまとめたも
のでございます。資料は文字数が多いですが、これは農林水
産省の公式の資料で、ホームページ等に掲載しております。
内容について詳しくご覧になりたい方は、そちらをご覧いた
だければと思います。
　研究会での検討内容をご説明する前に、一部関連すること
として、生物多様性保全に関する近年の国内外の動向につい
て、簡単に触れておきたいと思います。
　今日、冒頭で末松次官からも説明がありましたが、今年は
生物多様性保全を考えていく上でとても重要な年です。2020
年に、生物多様性条約の第 15 回締約国会議が中国の昆明で開

催されます。ここで何が議論されるかというと、2010 年に国
際合意された「愛知目標」に変わる新しい「ポスト 2020 目標」
というものが議論され、最終合意される見込みです。これが
合意されると、2020 年から 30 年までの、生物多様性保全に
関しての国際的な目標が明確になるわけです。日本を含む加
盟国では、それぞれの国が持っている生物多様性国家戦略を
見直していく必要に迫られています。ですから、今年度農林
水産省で実施された戦略の見直し作業は、こういった国際動
向を踏まえてのことであるということをご理解いただければ
と思います。

出所：登壇者講演資料

　これに関連して、国際的にいくつか重要な動きがあります。
2018 年 3 月に IPBES（生物多様性及び生態系サービスに関す
る政府間科学 - 政策プラットフォーム）という組織が、――こ
れは、生物多様性版の IPCC（国連気候変動に関する政府間パ
ネル）のようなものですが――土地劣化と再生に関するアセ
スメントレポートというのを出しています。「土地劣化と再生」
というと、生物多様性とあまり関係のないように思われるか
もしれませんがそんなことはありません。ここでいう土地劣
化とは、生物多様性や生態系の劣化を含む、土地の全般的な
荒廃のことを指しています。
　こういった土地劣化を引き起こしたり、関連する生物多様性
の損失を引き起こしたりしている原因のひとつとして、レポー
トの中で指摘されたのが貿易の拡大によるサプライチェーンの
長大化です。消費者と生産者の距離が遠くなり過ぎたことで、
われわれ消費者が生産地で何が起きているかということを意識
しづらくなった。あるいは、それに対しての政策的な対応を取
りづらくしているということが指摘されたのです。
　そしてもう一つ、同じ IPBES が昨年 5 月に出した報告書です。

地球規模の生物多様性と生態系サービスに関しての状況を評
価して取りまとめたこの報告書では、今後、数十年間で約
100 万種の動植物の絶滅が危惧されるということが指摘され
ています。それどころか、愛知目標の達成がほぼ不可能であ
ること。このまま生物多様性や、生態系サービスの劣化が続
くと、2015 年に合意された国連の持続可能な開発目標、いわ
ゆる SDGs の達成すら危ぶまれることまで指摘されています。
同じく、国連食料農業機関（FAO）が昨年重要なレポートを
出し、そこでも生物多様性と農業、食料とのつながりの重要
性が指摘されています。
　しかし、その農業や食料生産を支えている生物多様性は、
世界的に劣化傾向が続いており、これが食料安全保障や、
SDGs の実現を妨げることが指摘されています。他方、肯定的
な良い情報もあります。現在、投資家等による企業価値評価
の判断材料として、ESG（環境・社会・ガバナンス）に対して
の関心が高まっています。それを受けて経営における環境保
全の取り組みが大きく注目され、かつ環境保全に向けた企業
経営というものが進みつつあります。

　とはいえ、生物多様性分野は、その中では多少遅れている
ということも指摘されています。このような情勢の中、今回、
農林水産省の生物多様性戦略の見直しが着手されたのです。
　ここからは、有識者研究会で出てきたいくつかの論点から、
次の「生物多様性戦略」改訂作業の際に盛り込まれるべきこと
について簡単にご紹介していきたいと思います。
　まずは、農林水産業や農山漁村が、生物多様性を育んできた
ということです。先ほど申し上げておりますように、生物多様性
は農業生産の基盤になるものです。食料、あるいはその他の生
産物を供給する基礎になるだけではなく、先ほど寺島先生のご
発表の中であった洪水防止、あるいは水質の浄化、あるいはそ
れぞれの地域の伝統文化、美しい景色、こういったさまざまな
自然の恵みを国民に供給しているわけです。
　これらは適切な農林水産業と共に育まれてきましたし、単なる
産業だけではなく、農山漁村に暮らしている方々の役割というの
もとても重要になっています。生物多様性は、食料生産以外にも、
近年は生態系サービスを活用した防災減災、あるいはグリーン
インフラという形で広く社会的にも注目を集めているところです。

　しかしながら、農林水産業は、必ずしも正の影響だけを環境
に及ぼしているわけではありません。生産様式の取られ方によっ
ては、環境に対して悪影響も及ぼしうることは皆さんよくご存じ
と思います。
　以前から、負の影響については従来の農林水産省戦略の中に
も盛り込まれておりますが、特に今回の改訂作業で注意すべき
ところとして、近年問題になっているようなプラスチックによる海
洋汚染の原因になるようなものについての意見が委員の中から
多数出ました。
　あるいは、食品ロスの問題。あるいは冒頭で述べたような貿
易を通じた生物多様性へのマイナス影響ということも踏まえて、
われわれの生産、消費のあり方について見直すきっかけを、こ
の戦略が担っていく必要があるのです。実際に、貿易がどの程度、
生物多様性に対してマイナスの影響を与えているのかということ
についてひとつ資料を入れておきました。
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　このスライドに示しているのは、2000 年当時の貿易データに
基づき、実際に絶滅危惧種に対して、どの程度のマイナスの影
響が及んでいるかを分析し取りまとめたものです。
　青色で示されている国（●）は、海外からの輸入によって、
他国の生物多様性の損失に大きな影響を与えている国トップ 10
です。オレンジ色の国（◯）は、逆に輸出によって自国の生物
多様性の損失を大きく加速させているワースト10 でございます。
見て分かるとおり、1位がアメリカで、2位が日本になっています。
どの時点の貿易データを使うか等によって計算結果は細かく変
わってくるものと認識しているのですが、こういった情報が既に
多々あり、研究も国際的に多く行われているなど、「貿易のあり
方を見直さないといけない」ということが研究者の間では指摘
されています。
　先ほどの寺島先生のご発表と関連する点ですが、今の貿易に
ついての議論は SDGs の「つかう責任」「つくる責任」の問題に
直結してきます。
　このグラフ（P12 下図）が示しているのは、1965 年（昭和 40 年）
のわれわれ 1 人当たりの総供給カロリーです。国民 1 人当たり
の供給カロリーの構成比を品目別に示しています。右側は平成

出所：登壇者講演資料
出所：登壇者講演資料

30 年、2018 年の値です。
　バーの高さが少し短くなっているのは供給カロリーが若干減っ
ているからですが、私が注目したいのは、まず構成比の変化です。
米を食べなくなっていて大体半減しています。他方で、油脂類
や畜産物が大きく増えてきています。畜産物が輸入飼料によって
生産された部分が、このオレンジ色「輸入飼料部分（自給とし
てカウントせず）」の部分になります。このように食の欧米化が
進んでいるのです。
　加えて注目していただきたいのは、このグラフの右方向のバー
が示している部分についてです。白い領域は、海外からの輸入
によって実現されている部分。このグラフが通常使われるのは、
食料安全保障等の議論です。食料自給率が下がってきているか
ら、国産農産物、その他食料の生産を上げないといけないとい
う文脈でのことが多いのですが、生物多様性の観点で考えてみ
ると、現在、われわれの食生活の 63%、供給熱量ベースで見て
6 割以上の食生活は、海外の生産に対して何らかの責任を負っ
ているということを示唆しているのです。それが前のスライドに
おける、国際貿易で他国にどういう影響を及ぼしているかという
ところとつながってきます。

　他方、研究会では、適切な消費選択を促すものとして、持続
可能性認証、あるいは環境認証のようなものを積極的に活用し
ていくべきだという議論もあります。そういった環境認証が、わ
が国の国産農林水産物、あるいは食品の輸出促進の際に、海外
の国で要求されている水準を十分満たせていないケースが出て
きていて、食品輸出上の課題にもなっているというご意見もござ
いました。
　生産者もそうですが、製造、加工、流通に関わる人、さらに
一般の消費者も、こういったサプライチェーン全体における生物
多様性への影響をよく理解した上で消費選択をしていく必要があ
ります。そのために、適切な消費の選択、あるいは消費のあり
方の変化を見いだせるような、適切な情報の発信、あるいは啓
発普及が必要であるということで、農林水産省でも今年度、「持
続可能な生産消費形態のあり方の検討会」が行われています。
　これ（右上図）は、今のお話をイラストにしたものです。農
業の例ですが、農業者が農地に働きかけて生産物を得ている。
収穫された農産物等は、さまざまな過程を経て消費者に届き、
その対価としてお金が支払われるという形です。

　われわれは、地産地消を進めよう、あるいは旬産旬消を進め
ようと言っていますが、今起きている問題は、この流通のプロセ
ス、サプライチェーン全体が国内に閉じず、遠い国にまで及ん
でいて、さまざまな主体が間に関わってくること。そうなると、
例えば国が農業者に対して環境支払いを行って、より適切な農
法等の選択を迫る、あるいはインセンティブを与えるということ
も容易ではなくなってきます。
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に炭素固定のために植林をすることによる生物多様性の損失、
あるいはバイオエネルギーの生産を行うプランテーションによる
生物多様性の損失が国際的に問題視されています。いずれの緩
和策、適応策にも何らか生物多様性への影響は考慮されますの
で、こうしたトレードオフの問題についてはっきりと認識をしな
いといけない。研究会では、そういったことを戦略の中に位置
付けていく必要があるという意見が出ておりました。
　具体的には、その生物多様性保全に寄与する気候変動緩和策
というものも、いくつか例として出ています。例えば、有機農業
による炭素貯留の促進。あるいは適切な間伐や再造林、あるい
は海域による藻場の形成等による CO2 の固定は、生産性の向上
とシナジーを持ちうるものとして挙げられています。以上が研究
会で出た重要な改訂のポイントです。
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　しかしながら、SDGs が出てきたのは 2015 年で、今ある農林
水産省の戦略が策定されたのは 2012 年なので、戦略は SDGs
を考慮したものにはなっていないのです。そこで今回、農林水
産省で見直し作業をする際には、今の戦略それぞれの取り組み
項目は、SDGs の取り組み目標とどういうふうに関係しているの
かをまず整理しました。
　その結果、取り組みによって引き起こされる潜在的なトレード
オフの問題。つまり、このゴールは達成できるが、このゴールに
対してはマイナスの影響が起こりうるということも実際にはありま
す。マイナスを最小化しつつ、各ゴールの貢献のシナジーを上
げていくことが期待されています。
　続いてのスライドは、あくまでも暫定的な整理ですが、現在
の農林水産省の戦略における項目、あるいは今回われわれの研
究会で新しく出した論点と、それぞれの SDGs との関係を示した
ものです。これらを実際に戦略の改定を行う中に、うまく盛り込
んでいく必要があるわけです。

　忘れてはならないのが気候変動と生物多様性の関係です。
世間では環境問題というと、主として気候変動に強い関心が集
まっています。企業のほうでも環境経営というと、まずは気候変
動に行きがちなのですが、生物多様性との関係も忘れてはいけ
ません。気候変動そのものが、生息適地の変動等によって、生
物多様性の損失を直接的に引き起こします。さらに、他の問題
として着目されているのが、気候変動が他の土地利用変化や、
漁獲、あるいはその他の森林伐採等の行動と合わせて、生物多
様性の損失にマイナス影響を与えるということです。もちろん、
気候変動は農林水産業の生産性に対しても影響を与えますが、
生物多様性にも大きな関連があるということです。
　次に触れるのは、気候変動の適応策や緩和策と、生物多様性
の保全との相乗効果や、シナジー、あるいはトレードオフの問
題です。日本ではあまり想定されづらいのですが、例えば森林

　あるいはラベリングの問題もあります。われわれ消費者が適
切にラベリングというものを理解して、消費選択に活かせるのか
も問題としてあります。
　サプライチェーンが複雑になったことで、これらの問題がさら
に複雑化し、国や地方自治体、企業ができることの断片化がど
んどん進んできています。
　農林水産省も何もやってこなかったわけでもなく、さまざまな
生物多様性と消費との関連性について普及を図るような取組が、
これまでも、そして現在も多数行われています。今後、既存の
取り組みとうまく連携を図りながら、国民等に対しての普及を図っ
ていく必要があるということが研究会で議論されました。
　もう一つ重要な観点が SDGs です。これは、国連で合意され
ている先進国も後進国も目標を実現することが期待されている
17 の目標で、生物多様性の保全から完全に独立したものではあ
りません。SDGs の中には「陸や海の生物多様性の保全」をは
じめ、気候変動、あるいは働き方、都市での暮らし方、生産や
消費のあり方、貧困、ジェンダー、水など、さまざまな目標が位
置付けられています。



に炭素固定のために植林をすることによる生物多様性の損失、
あるいはバイオエネルギーの生産を行うプランテーションによる
生物多様性の損失が国際的に問題視されています。いずれの緩
和策、適応策にも何らか生物多様性への影響は考慮されますの
で、こうしたトレードオフの問題についてはっきりと認識をしな
いといけない。研究会では、そういったことを戦略の中に位置
付けていく必要があるという意見が出ておりました。
　具体的には、その生物多様性保全に寄与する気候変動緩和策
というものも、いくつか例として出ています。例えば、有機農業
による炭素貯留の促進。あるいは適切な間伐や再造林、あるい
は海域による藻場の形成等による CO2 の固定は、生産性の向上
とシナジーを持ちうるものとして挙げられています。以上が研究
会で出た重要な改訂のポイントです。

13 14

基調講演 ／ 農林水産業による生物多様性保全への貢献SDGs× 生物多様性 シンポジウム

出所：登壇者講演資料 出所：登壇者講演資料

　しかしながら、SDGs が出てきたのは 2015 年で、今ある農林
水産省の戦略が策定されたのは 2012 年なので、戦略は SDGs
を考慮したものにはなっていないのです。そこで今回、農林水
産省で見直し作業をする際には、今の戦略それぞれの取り組み
項目は、SDGs の取り組み目標とどういうふうに関係しているの
かをまず整理しました。
　その結果、取り組みによって引き起こされる潜在的なトレード
オフの問題。つまり、このゴールは達成できるが、このゴールに
対してはマイナスの影響が起こりうるということも実際にはありま
す。マイナスを最小化しつつ、各ゴールの貢献のシナジーを上
げていくことが期待されています。
　続いてのスライドは、あくまでも暫定的な整理ですが、現在
の農林水産省の戦略における項目、あるいは今回われわれの研
究会で新しく出した論点と、それぞれの SDGs との関係を示した
ものです。これらを実際に戦略の改定を行う中に、うまく盛り込
んでいく必要があるわけです。

　忘れてはならないのが気候変動と生物多様性の関係です。
世間では環境問題というと、主として気候変動に強い関心が集
まっています。企業のほうでも環境経営というと、まずは気候変
動に行きがちなのですが、生物多様性との関係も忘れてはいけ
ません。気候変動そのものが、生息適地の変動等によって、生
物多様性の損失を直接的に引き起こします。さらに、他の問題
として着目されているのが、気候変動が他の土地利用変化や、
漁獲、あるいはその他の森林伐採等の行動と合わせて、生物多
様性の損失にマイナス影響を与えるということです。もちろん、
気候変動は農林水産業の生産性に対しても影響を与えますが、
生物多様性にも大きな関連があるということです。
　次に触れるのは、気候変動の適応策や緩和策と、生物多様性
の保全との相乗効果や、シナジー、あるいはトレードオフの問
題です。日本ではあまり想定されづらいのですが、例えば森林

　あるいはラベリングの問題もあります。われわれ消費者が適
切にラベリングというものを理解して、消費選択に活かせるのか
も問題としてあります。
　サプライチェーンが複雑になったことで、これらの問題がさら
に複雑化し、国や地方自治体、企業ができることの断片化がど
んどん進んできています。
　農林水産省も何もやってこなかったわけでもなく、さまざまな
生物多様性と消費との関連性について普及を図るような取組が、
これまでも、そして現在も多数行われています。今後、既存の
取り組みとうまく連携を図りながら、国民等に対しての普及を図っ
ていく必要があるということが研究会で議論されました。
　もう一つ重要な観点が SDGs です。これは、国連で合意され
ている先進国も後進国も目標を実現することが期待されている
17 の目標で、生物多様性の保全から完全に独立したものではあ
りません。SDGs の中には「陸や海の生物多様性の保全」をは
じめ、気候変動、あるいは働き方、都市での暮らし方、生産や
消費のあり方、貧困、ジェンダー、水など、さまざまな目標が位
置付けられています。
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に炭素固定のために植林をすることによる生物多様性の損失、
あるいはバイオエネルギーの生産を行うプランテーションによる
生物多様性の損失が国際的に問題視されています。いずれの緩
和策、適応策にも何らか生物多様性への影響は考慮されますの
で、こうしたトレードオフの問題についてはっきりと認識をしな
いといけない。研究会では、そういったことを戦略の中に位置
付けていく必要があるという意見が出ておりました。
　具体的には、その生物多様性保全に寄与する気候変動緩和策
というものも、いくつか例として出ています。例えば、有機農業
による炭素貯留の促進。あるいは適切な間伐や再造林、あるい
は海域による藻場の形成等による CO2 の固定は、生産性の向上
とシナジーを持ちうるものとして挙げられています。以上が研究
会で出た重要な改訂のポイントです。

　さて、実はさらに重要なポイントがあります。実施体制の強化
に関するものです。皆さんあまりご存じではないかもしれません
が、この「農林水産省生物多様性戦略」は法的な根拠を持つも
のではありません。「生物多様性国家戦略」は、法的な根拠を
持ち、且つ閣議決定されることで、国の計画としての位置付け
がはっきりとしたものが作られるのですが、「農林水産省生物多
様性戦略」にはそういったものがありません。だからこそ、どの
ように実効性を高めていくのか、そのための実施体制を確保、

　しかしながら、SDGs が出てきたのは 2015 年で、今ある農林
水産省の戦略が策定されたのは 2012 年なので、戦略は SDGs
を考慮したものにはなっていないのです。そこで今回、農林水
産省で見直し作業をする際には、今の戦略それぞれの取り組み
項目は、SDGs の取り組み目標とどういうふうに関係しているの
かをまず整理しました。
　その結果、取り組みによって引き起こされる潜在的なトレード
オフの問題。つまり、このゴールは達成できるが、このゴールに
対してはマイナスの影響が起こりうるということも実際にはありま
す。マイナスを最小化しつつ、各ゴールの貢献のシナジーを上
げていくことが期待されています。
　続いてのスライドは、あくまでも暫定的な整理ですが、現在
の農林水産省の戦略における項目、あるいは今回われわれの研
究会で新しく出した論点と、それぞれの SDGs との関係を示した
ものです。これらを実際に戦略の改定を行う中に、うまく盛り込
んでいく必要があるわけです。

　忘れてはならないのが気候変動と生物多様性の関係です。
世間では環境問題というと、主として気候変動に強い関心が集
まっています。企業のほうでも環境経営というと、まずは気候変
動に行きがちなのですが、生物多様性との関係も忘れてはいけ
ません。気候変動そのものが、生息適地の変動等によって、生
物多様性の損失を直接的に引き起こします。さらに、他の問題
として着目されているのが、気候変動が他の土地利用変化や、
漁獲、あるいはその他の森林伐採等の行動と合わせて、生物多
様性の損失にマイナス影響を与えるということです。もちろん、
気候変動は農林水産業の生産性に対しても影響を与えますが、
生物多様性にも大きな関連があるということです。
　次に触れるのは、気候変動の適応策や緩和策と、生物多様性
の保全との相乗効果や、シナジー、あるいはトレードオフの問
題です。日本ではあまり想定されづらいのですが、例えば森林

　あるいはラベリングの問題もあります。われわれ消費者が適
切にラベリングというものを理解して、消費選択に活かせるのか
も問題としてあります。
　サプライチェーンが複雑になったことで、これらの問題がさら
に複雑化し、国や地方自治体、企業ができることの断片化がど
んどん進んできています。
　農林水産省も何もやってこなかったわけでもなく、さまざまな
生物多様性と消費との関連性について普及を図るような取組が、
これまでも、そして現在も多数行われています。今後、既存の
取り組みとうまく連携を図りながら、国民等に対しての普及を図っ
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消費のあり方、貧困、ジェンダー、水など、さまざまな目標が位
置付けられています。

強化していくことが重要だという意見が出ました。省内で関係す
る局や課と協調するだけではなく、地方農政局や森林管理局、
関連する研究機関や関係省庁、民間企業、地方自治体、NPOと
役割を適切に分担しながら調整を図っていく。そういったことも
しっかりと戦略の中に盛り込むべきという議論が出て、今回の提
言の取りまとめになりました。
　私からの発表はこれで終わりたいと思います。どうもありがと
うございました。



15 16

基調講演 ／ 農林水産業による生物多様性保全への貢献SDGs× 生物多様性 シンポジウム

出所：登壇者講演資料

出所：登壇者講演資料

に炭素固定のために植林をすることによる生物多様性の損失、
あるいはバイオエネルギーの生産を行うプランテーションによる
生物多様性の損失が国際的に問題視されています。いずれの緩
和策、適応策にも何らか生物多様性への影響は考慮されますの
で、こうしたトレードオフの問題についてはっきりと認識をしな
いといけない。研究会では、そういったことを戦略の中に位置
付けていく必要があるという意見が出ておりました。
　具体的には、その生物多様性保全に寄与する気候変動緩和策
というものも、いくつか例として出ています。例えば、有機農業
による炭素貯留の促進。あるいは適切な間伐や再造林、あるい
は海域による藻場の形成等による CO2 の固定は、生産性の向上
とシナジーを持ちうるものとして挙げられています。以上が研究
会で出た重要な改訂のポイントです。

　さて、実はさらに重要なポイントがあります。実施体制の強化
に関するものです。皆さんあまりご存じではないかもしれません
が、この「農林水産省生物多様性戦略」は法的な根拠を持つも
のではありません。「生物多様性国家戦略」は、法的な根拠を
持ち、且つ閣議決定されることで、国の計画としての位置付け
がはっきりとしたものが作られるのですが、「農林水産省生物多
様性戦略」にはそういったものがありません。だからこそ、どの
ように実効性を高めていくのか、そのための実施体制を確保、

　しかしながら、SDGs が出てきたのは 2015 年で、今ある農林
水産省の戦略が策定されたのは 2012 年なので、戦略は SDGs
を考慮したものにはなっていないのです。そこで今回、農林水
産省で見直し作業をする際には、今の戦略それぞれの取り組み
項目は、SDGs の取り組み目標とどういうふうに関係しているの
かをまず整理しました。
　その結果、取り組みによって引き起こされる潜在的なトレード
オフの問題。つまり、このゴールは達成できるが、このゴールに
対してはマイナスの影響が起こりうるということも実際にはありま
す。マイナスを最小化しつつ、各ゴールの貢献のシナジーを上
げていくことが期待されています。
　続いてのスライドは、あくまでも暫定的な整理ですが、現在
の農林水産省の戦略における項目、あるいは今回われわれの研
究会で新しく出した論点と、それぞれの SDGs との関係を示した
ものです。これらを実際に戦略の改定を行う中に、うまく盛り込
んでいく必要があるわけです。

　忘れてはならないのが気候変動と生物多様性の関係です。
世間では環境問題というと、主として気候変動に強い関心が集
まっています。企業のほうでも環境経営というと、まずは気候変
動に行きがちなのですが、生物多様性との関係も忘れてはいけ
ません。気候変動そのものが、生息適地の変動等によって、生
物多様性の損失を直接的に引き起こします。さらに、他の問題
として着目されているのが、気候変動が他の土地利用変化や、
漁獲、あるいはその他の森林伐採等の行動と合わせて、生物多
様性の損失にマイナス影響を与えるということです。もちろん、
気候変動は農林水産業の生産性に対しても影響を与えますが、
生物多様性にも大きな関連があるということです。
　次に触れるのは、気候変動の適応策や緩和策と、生物多様性
の保全との相乗効果や、シナジー、あるいはトレードオフの問
題です。日本ではあまり想定されづらいのですが、例えば森林

　あるいはラベリングの問題もあります。われわれ消費者が適
切にラベリングというものを理解して、消費選択に活かせるのか
も問題としてあります。
　サプライチェーンが複雑になったことで、これらの問題がさら
に複雑化し、国や地方自治体、企業ができることの断片化がど
んどん進んできています。
　農林水産省も何もやってこなかったわけでもなく、さまざまな
生物多様性と消費との関連性について普及を図るような取組が、
これまでも、そして現在も多数行われています。今後、既存の
取り組みとうまく連携を図りながら、国民等に対しての普及を図っ
ていく必要があるということが研究会で議論されました。
　もう一つ重要な観点が SDGs です。これは、国連で合意され
ている先進国も後進国も目標を実現することが期待されている
17 の目標で、生物多様性の保全から完全に独立したものではあ
りません。SDGs の中には「陸や海の生物多様性の保全」をは
じめ、気候変動、あるいは働き方、都市での暮らし方、生産や
消費のあり方、貧困、ジェンダー、水など、さまざまな目標が位
置付けられています。

強化していくことが重要だという意見が出ました。省内で関係す
る局や課と協調するだけではなく、地方農政局や森林管理局、
関連する研究機関や関係省庁、民間企業、地方自治体、NPOと
役割を適切に分担しながら調整を図っていく。そういったことも
しっかりと戦略の中に盛り込むべきという議論が出て、今回の提
言の取りまとめになりました。
　私からの発表はこれで終わりたいと思います。どうもありがと
うございました。



17 18

S D G s ダイアログとは

　私の一番のキャリアは、パタゴニアというアパレル企業で、20
年近くダイレクトマーケティングの仕事をしてきたことです。パタ
ゴニアは、社会性と企業性、事業性を両立していて、事業を通
じて社会を変えていくということが、とてもうまくいっている企業
だったなと思っています。同社を 3 年前に退社しまして、パタゴ
ニアみたいな企業を増やすことが、これからの日本、もしくは世
界のためにとても必要なのではないかと思い、自分の命をそれ
で使おうと考えて独立しました。それで fascinate という企業を
始めて、今、2年目になります。
　具体的には何をしているのかというと、――ここにいらっしゃ
る皆さまの中にも、大きな企業の方もたくさんいらっしゃると思
いますし、ベンチャーの方もいらっしゃることは把握しています
が――私はそのどちらにも関わっています。小さな企業が始まっ
たところで 1 から事業化をしていくだとか、他方で大企業のコン
サルもしています。

　本年秋に、生物多様性について今後 10 年間に達成すべき
新たな世界目標（ポスト2020 目標）が決定される予定です。
このため、農林水産省は「農林水産省生物多様性戦略」
（2012 年改訂）の見直しを行うこととし、有識者による研究
会において検討を進めてきました。
この研究会の成果を伝え、持続可能な生産・消費を実現する
ためのヒントになる先進的な事例を紹介するほか、生物多様
性保全を重視した食農ビジネスについて知り、それらを推進
することを目的として、本シンポジウムを開催します。

S D G s ダイアログとは
fascinate 株式会社　代表取締役社長 但馬　武 氏

SDGs× 生物多様性 シンポジウム

本日の目的

未来を創る食農ビジネス
SDGs× 生物多様性 シンポジウム

　さて、本日のテーマは、「SDGs× 生物多様性シンポジウム 未
来を創る食農ビジネス」です。今日の目的を少し読み上げたい
と思います。「農林水産省生物多様性戦略の見直しの成果を伝え、
持続可能な生産・消費を実現するための生物多様性保全を重視
した食農ビジネスについて知り、それらを推進することを目的に
する」。
関係者の皆さまが、とても時間をかけてディスカッションされて
いますが、このお話の中には、ビジネスを通じて社会を変えて
いこうと考えた際のいろんなヒントがあります。それらのヒント
を、研究会の中にとどめるだけではなく、外に広げていくような
活動がこのシンポジウムなのだということですね。
　セッションの内容は 2つのパートに分かれています。まず、セッ
ション 1とセッション 2 があり、セッション 1 では、「ESG経営 生
物多様性に配慮した経営とは」というテーマで、企業の責任であ
るとか、そういった事例をご紹介させていただきながら、あとで
登壇者が集まって、ダイアログ、対話の場を持ちたいと思います。
　セッション 2 は、「SDGs×生物多様性　ビジネスリスクをチャ
ンスへ」。現状リスクもある中で、希望の光となるようなビジネ
スが生まれてきています。
大企業の取組や個人の活動のお話など、さまざまな形をお見せ
しながら、やはりセッション 1 と同様にダイアログをしていきた

今、時代は大きな転換点にあると思っています。
ボブ・スティルガーさんという社会行動家がいて、彼が提唱して
いる「Two Loops」という考え方があります。図をご覧ください。
1990 年代から Old Paradigm、つまり古い考えや枠組みが衰退
しはじめ、1990 年代後半ぐらいから、新しい考え方、それに基
づくプレーヤーがどんどん出てきています。その中でさまざまな
実験が行われて、私のいたパタゴニアのような企業も出てきまし
た。この新しいうねり、新しい時代の中で、ジャンプをしていく
ような新規事業づくりを大小問わずサポートしているのが今の私
の仕事です。

大きな時代の転換点にある

出所：登壇者講演資料

いなと思っています。
進め方としては、トークセッション1、2、そしてラップアップセッ
ションという形で 3パートに分かれています。
　とてもこだわっているのは、ダイアログ（対話）と、あとはSlido（イ
ベントや会議などでインタラクティブに Q&A やライブ投票を行え
るクラウドサービス）を通じた皆さまとのセッションです。という
のも、今回展開するテーマは、誰もまだ正解が分かっていない
ものです。私たちが直面している課題は、ここにいる皆さまも含
め、ある意味素人でもありますし、初めてそこに対して取り組む
わけです。ですから、答えがない中で誰かが答えている。ここ
に登壇される方々が「正解」を持っているわけではありません。
　なので、皆さまと一緒に対話していきながら、会場の扉を出
るときに、ああ何か希望の光が見えたなみたいな、そんなこと
を感じられたらと思っています。
　このような会議をするときには、グランドルールを定めること
が多いですね。そこで考えたいのが、今日とりあげるSDGsです。
全部で 17 個ありますが、その最後に「パートナーシップ」が入っ
ています。なぜ国連がこれを入れたのか。国連の方にお聞きし
たのですが、自分たちの中だけでは解決できないし、大きな問
題に関して 1 人のプレーヤー、ヒーローもしくはヒロインが変え
られる時代ではないということ。いわゆるCSV（共通価値の創造）
の話が今日出てきますけれども、皆さんと一緒になって価値を
つくって変えていこうということから「パートナーシップ」が 17
番目に入っているわけです。
　今日のグランドルールも、ここにいる皆さまと一緒に、パート
ナーシップを培っていけるような時間にしたいなと思っています。
ここで、3 分だけ皆さまのお手を、お力を借りたいと思います。
これから登壇者に出てきていただきますけれども、スライドを変
える関係もあって3分だけお時間をいただきたいです。
その 3分を利用して、周りの方々と3人 1組になっていただいて、
お名前、お仕事の内容、今日の期待の 3 つを共有していただき
たいと思います。4 人でも 2 人でもかまいません。独りぼっちに
なっている方がいたらお声掛けください。では、皆さま、よろし
くお願いいたします。
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トークセッション _1 ／ 企業や投資家の生物多様性戦略

　皆さんこんにちは。大和総研の河口と申します。大変駆け足
ではありますが、今、金融が生物多様性をどのように考えている
かについてお話しさせていただきます。
　まず金融が今、どういう動きをしているかを具体的に見ていた
だきたいと思います。金融庁は、SDGs に関して非常に熱心に
取り組んでいます。「金融行政と SDGs」ということも言い始めて
います。彼らはお金の専門家です。現実の物作りだとか、農業
や実物経済、ましてや環境問題などについては、非常に距離が
あり不案内だった人たちが、今 SDGs ということを非常に熱心に
言うようになっているのです。
　この金融庁の資料では、「インベストメントチェーン」という「お
金の流れ」を考える際に、SDGs を達成するような、言い換えれ
ば社会課題を解決するようなお金の流れにしていかなくてはい

トーク
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けないということを主張しています。投資も、単に儲かるだけで
は駄目だということを言うようになっているのです。そういった
流れを受けているのが昔は SRI、社会的責任投資と言われてい
たものです。今は ESG 投資（環境 Environment、社会 Social、
ガバナンス Governance の要素も考慮した投資のこと）とか、
責任投資などと呼ばれていたり、サステナブル投資と言われて
いたりする新しいお金の流れですね。
従来、投資とは財務内容を元に投資判断をするものでしたが、
これらは環境や、社会、ガバナンス、こういった非財務的な要
素を判断に加味します。その加味するレベルとか、加味する内
容というのが投資家によりさまざまありますが、総称して ESG 投
資というようになってきていて、今やこの ESG 投資の市場が非
常に広がっているのです。

　2018 年の段階で、世界全体で ESG 投資市場は 3300 兆円規
模あると言われています。ESG 投資市場におけるシェアは、ヨー
ロッパでは市場の半分ぐらい。アメリカで 4 分の 1、日本でも 2
割弱、オセアニア、カナダでは半分以上が、もう既にこの ESG
投資に切り替わっています。ESG 投資をする世界的なプラット
フォームに、PRI（責任投資原則）というものがありますが、こ
こに署名をしてESG 投資をやっていますと言っている金融機関が
非常に増えています。

　一体、どのぐらいの数の金融機関かというと現在 3000 弱です。
この中には、GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）、つま
り日本の国民年金の、150 兆円以上におよぶ資金を運用する世
界最大の年金基金ですけれども、この GPIF をはじめとした世界
最大級の年金基金ですとか運用会社が皆、名を連ねているので
す。多くの年金基金は資産所有者と言われている人たち。そう
いう資産を預かって運用する、運用のプロである運用会社等
3000 弱が、PRI に署名をして ESG 投資をやっているという現状
があります。

出所：登壇者講演資料 出所：登壇者講演資料
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トークセッション _1 ／ 企業や投資家の生物多様性戦略

　日本国内に限りますと、直近ではちょうど先週、新しく 2019
年度の日本市場のデータが出ましたが、ESG 投資の市場規模と
しては 336 兆円です。前年比 45% 増になっています。2015 年
から比べると、2019 年までで 10 倍以上に増えているという状況
です。
　特に見ていただきたいのは折れ線のほう。これは 10 から 56
になっているのですが、何かと言いますと、運用会社が預かっ
て運用しているお金の中で、ESG 投資をやっている割合です。
2015 年時点はスタートだったのでお試しで 10%ぐらいだったの
が、今やもう 56%。半分以上になっています。世の中でプロが
運用しているお金の半分以上が ESG 投資で運用されているので
す。
　ESG の E（環境）の重要な要素として、自然資本、生物多様
性という考え方が出てきました。金融機関が生物多様性を取り
入れる際の概念として「自然資本」という入り口で取り入れるこ
とが多いです。特にこの資本（キャピタル）というのは、投資
家にとって非常になじみがあります。元の資本、つまりストック
があって、それが利子という子どもを産むという非常に分かりや
すい概念なので、自然資本という言い方をしています。本当は、
この自然資本を勉強していると、資本という概念はそもそも生物

SDGs× 生物多様性 シンポジウム

から学んでいるとか、イスラム教の話とか、すごく面白いのです
が今は割愛します。私は論文も書いていますので、興味のある
方はネットで検索してご覧いただければと思います。

　話を戻しまして、投資家、金融機関が、今その「自然資本」
に関心を持っています。愛知の生物多様性条約の締約国会議
（CBD・COP10）が行われる前に、TEEB、The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity という報告書が出されています。
金融機関が生物多様性の重要性ということを非常に認識してい
ることを示しているもので、これが COP10 で報告されているの
です。
　これがだんだん広がり、TEEB for Business Coalition という企
業が参画するようなものが出てきたり、金融機関がナチュラルキャ
ピタルデクラレーション（Natural Capital Declaration）、自然資
本というのが非常に重要でそれを守るような金融が大事であると
いうことを宣言しているような組織ができたりしています。さらに、
新しく ESG 投資をする際の資本の概念の中に、今までの財務資
本に加えて、製造資本とか知的資本、人的資本、社会関係資本、
自然資本というのが入っているというような流れで、自然資本が
企業経営、金融の中でも認められるようになってきています。

出所：登壇者講演資料

　自然資本とはどう定義するのかということで、いろいろな学
者などが TEEB で概念を提起しています。金融、経済の中でも、
自然資本が重要だと分かっている人たちは結構います。世銀の
エコノミストに、ハーマン・デイリー教授という方がおられま
すが、彼が自然資本というものを定義しています。
　ただ、自然資本を定義できても、それがいくら、というとこ
ろが計算できないので、概念的に大事だよという話に止まって
いることが多いのです。これをどう計測するか。計測しないと、

経済に大きなマイナスになるのではないかという考え方は出て
きています。
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トークセッション _1 ／ 企業や投資家の生物多様性戦略

　こうした企業や投資家の動きを取りまとめているようなもの
が、Natural Capital Coalition（自然資本連合）です。企業、投資家、
そして自然資本に関係する多くの NGO が参画しているプラット
フォームですが、そこで「自然資本プロトコル」というものを出
しています。自然資本は何かということや、自然資本が生み出す
フローとしては、生態系サービスと非生物的なサービスがあると
いうことですね。
　このうち、生態系サービスがまさしく今日のテーマである、木材、
繊維、花粉媒介、水調整、気候調整。いわゆる生物多様性の恵
みというものです。そのようなものがあると定義していて、これは
主に生物多様性のことが分からない投資家に向かって、自然資本
があって、それがいろいろな生態系サービスを出していて、それ
を私たちが使っているモノやサービスに実際に影響しているので
す、だから大事ですよという説明をしているわけです。
　では、生物多様性がいかに金融に組み込まれているか。
IPBES の生物多様性に関するグローバルアセスメントレポートに
あったように、100 万種の生物が絶滅危惧であるとか、いろいろ
と危機的な状況が報告されています。
　そして 2019 年、OECD が出したレポートで、Biodiversity: 
Finance and the Economic and Business Case for Action という

SDGs× 生物多様性 シンポジウム

のがあるのですが、その中で生物多様性にはどのぐらいの価値
があるのかについて、年間 125 ～ 140 兆ドル、世界の GDP の
1.5倍以上の価値を生み出していると発表されました。これを失っ
たら、どれだけのコストになるのかというような試算を出してい
ます。検索すると出てきますのでご参考になさってください。
　生物多様性が破壊されるとサプライチェーンがどうなるかとい
う話では、実例としては昨年の秋はアマゾンの大規模火災が大
問題になりましたね。このアマゾン森林火災では、原因として森
林破壊が、さらにその理由として食用肉を育てるための牧場と
か、飼料用作物を育てる農地が必要で、そのためにアマゾンが
破壊されているという話がありました。それに関して、世界の投
資家は企業への働きかけをしていましたが、消費者も「牛肉を
食べない」とか「牛肉を食べるのをやめよう」という形で反応
をしていました。

出所：登壇者講演資料

出所：登壇者講演資料

出所：登壇者講演資料

　そして、次の資料を見ていただきたいのですが、ここには投
資家が ESG 関連でいろいろな動きをしていることの中から、生
物多様性に関わるものだけをピックアップしています。上から 3
番目ですが、投資家のイニシアチブ、IISF（Investor Initiative 
of Sustainable Forestry）が、大豆関連企業に森林破壊防止を
要求しています。57 の機関投資家、US 資産総額 6.3 兆ドルが
これに賛同しているのです。
　それから次の項目、59 の投資家、その総資産 7.9 兆ドルある
のですが、パーム油企業に対して RSPO（Roundtable on 
Sustainable Palm Oil：持続可能なパーム油のための円卓会議）
の支持と、ノー森林破壊、ノービート、ノー搾取をうたう宣言を
採択したとか。
　面白いところは、先ほど紹介した Natural Capital Finance 
Alliance です。自然資本は大事と考えている金融機関の連合で
すね。そこが農業融資における自然資本のクレジットリスク評価
をするべきだというガイドラインを発表しています。

それから、投資家の金融イニシアチブ、畜産業関連イニシアチブ、
FAIRR というところがあるのですが、畜産における抗生剤使用削
減に関する、企業とのエンゲージメントを報告しています。
　日本に関連するところですと、下から 3 つめ、FishTracker と
いう水産業を追いかけている NPO があり、そこが出した日本の
水産業に特化した投資リスクに関する報告書です。40 数社の日
本の上場企業を調べて、それに関してどんなリスクがあるのかを
報告しています。
　一番下は、World Benchmark Alliance。これは SDGs に関す
るいろいろな目的に対して、どれぐらいリーチできているかとい
うことを個別にインデックスを作っていく作業をしているのです。
最初にシーフードというのを取り上げていて、Seafood 
stewardship index ranking30 というのを発表しています。その
中に日本企業 6 社が入っているのですが、すごく低い評価をさ
れていて、10 位以内の日本企業は三菱商事だけで、あとは 17
位以下になっています。生物多様性に絡んで実際の企業評価に

こういった側面が出てきています。これを調べていたら、さらに
今年に入っていろいろなところから、生物多様性と金融というテー
マでのレポートが出ていることが分かりました。
　一番上は WWF のレポート。シンガポールの拠点が作ってい
るものですが、ESG 投資の評価が高いアジア企業の運用会社を
評価しましたと。彼らの自然資本の扱いはどうなのかと。
自然資本というのは盲点であると。気候変動などについては頑
張っているけれども、生物多様性に関すること、水リスク、森林
破壊、生物多様性の喪失などの環境保全は投資判断に入ってい
ないと。これを早く投資判断に組み入れろということですね。
　その次には PwC という監査法人ですが、ここが WWF と一緒
に組んで「Nature is too big to fail」という、バイオダイバーシティ
に関しての長大なレポートを出しました。これを多くの金融機関
に理解してもらいたいと言っています。
　下から 2 番目の AXA というのはフランス系の保険を中心とし
た金融コングロマリットですが、そこが出した「Biodiversity at 

risk」。生物多様性は危機に瀕していると。これを金融の中に取
り込まなければいけない。特に AXA は保険会社なので、いろ
いろな生物多様性のリスクを実際知っているというところからこう
いうレポートを出しています。
　Planet Tracker という NPO は、「The Sovereign transition to 
sustainability」、国債のリスク評価をするときに、国の評価をす
るのですが、その国はいろいろな自然資本に依拠している、そ
れを評価の判断に入れるべきであるというレポートを出してい
ます。

　最後に私が、ESGのアドバイザーを担当している「不二製油ホー
ルディングス」という会社の事例をご紹介します。パームオイル
やカカオといった食品原料を提供している企業です。
　この会社が、三井住友信託銀行から世界で初めて「ポジティブ・
インパクト・ファイナンス」という原則に基づいた融資を受けています。
　ポジティブ・インパクトというのは、SDGs 絡みのものですが、
金融の判断をする際、ESG の評価をするときに、企業の取り組
みを評価するだけではなく、その結果どんなポジティブな影響
をもたらしたのかということまで評価しましょうという新しい軸で
す。その軸に沿って融資をした住友信託銀行（当時）が、不二
製油に対して行ったアクションがあります。こういった形で、原
材料の調達やサステナブルな調達とか、新たな食の創造という
ようなことを伝えています。

　最後に「経済こそが最も自然をリスペクトしなければいけな
い」。これは先ほど紹介した TEEB に出ているのですが、金融機
関に対して「それ以上にわれわれは自然界に対して、謙虚な気
持ちを取り戻さなければいけない」ということを、金融機関が発
表したレポートに書いてあるということをお伝えして私の報告を
終わらせていただきます。ご静聴ありがとうございました。
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採択したとか。
　面白いところは、先ほど紹介した Natural Capital Finance 
Alliance です。自然資本は大事と考えている金融機関の連合で
すね。そこが農業融資における自然資本のクレジットリスク評価
をするべきだというガイドラインを発表しています。

それから、投資家の金融イニシアチブ、畜産業関連イニシアチブ、
FAIRR というところがあるのですが、畜産における抗生剤使用削
減に関する、企業とのエンゲージメントを報告しています。
　日本に関連するところですと、下から 3 つめ、FishTracker と
いう水産業を追いかけている NPO があり、そこが出した日本の
水産業に特化した投資リスクに関する報告書です。40 数社の日
本の上場企業を調べて、それに関してどんなリスクがあるのかを
報告しています。
　一番下は、World Benchmark Alliance。これは SDGs に関す
るいろいろな目的に対して、どれぐらいリーチできているかとい
うことを個別にインデックスを作っていく作業をしているのです。
最初にシーフードというのを取り上げていて、Seafood 
stewardship index ranking30 というのを発表しています。その
中に日本企業 6 社が入っているのですが、すごく低い評価をさ
れていて、10 位以内の日本企業は三菱商事だけで、あとは 17
位以下になっています。生物多様性に絡んで実際の企業評価に

こういった側面が出てきています。これを調べていたら、さらに
今年に入っていろいろなところから、生物多様性と金融というテー
マでのレポートが出ていることが分かりました。
　一番上は WWF のレポート。シンガポールの拠点が作ってい
るものですが、ESG 投資の評価が高いアジア企業の運用会社を
評価しましたと。彼らの自然資本の扱いはどうなのかと。
自然資本というのは盲点であると。気候変動などについては頑
張っているけれども、生物多様性に関すること、水リスク、森林
破壊、生物多様性の喪失などの環境保全は投資判断に入ってい
ないと。これを早く投資判断に組み入れろということですね。
　その次には PwC という監査法人ですが、ここが WWF と一緒
に組んで「Nature is too big to fail」という、バイオダイバーシティ
に関しての長大なレポートを出しました。これを多くの金融機関
に理解してもらいたいと言っています。
　下から 2 番目の AXA というのはフランス系の保険を中心とし
た金融コングロマリットですが、そこが出した「Biodiversity at 

risk」。生物多様性は危機に瀕していると。これを金融の中に取
り込まなければいけない。特に AXA は保険会社なので、いろ
いろな生物多様性のリスクを実際知っているというところからこう
いうレポートを出しています。
　Planet Tracker という NPO は、「The Sovereign transition to 
sustainability」、国債のリスク評価をするときに、国の評価をす
るのですが、その国はいろいろな自然資本に依拠している、そ
れを評価の判断に入れるべきであるというレポートを出してい
ます。

　最後に私が、ESGのアドバイザーを担当している「不二製油ホー
ルディングス」という会社の事例をご紹介します。パームオイル
やカカオといった食品原料を提供している企業です。
　この会社が、三井住友信託銀行から世界で初めて「ポジティブ・
インパクト・ファイナンス」という原則に基づいた融資を受けています。
　ポジティブ・インパクトというのは、SDGs 絡みのものですが、
金融の判断をする際、ESG の評価をするときに、企業の取り組
みを評価するだけではなく、その結果どんなポジティブな影響
をもたらしたのかということまで評価しましょうという新しい軸で
す。その軸に沿って融資をした住友信託銀行（当時）が、不二
製油に対して行ったアクションがあります。こういった形で、原
材料の調達やサステナブルな調達とか、新たな食の創造という
ようなことを伝えています。
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　最後に「経済こそが最も自然をリスペクトしなければいけな
い」。これは先ほど紹介した TEEB に出ているのですが、金融機
関に対して「それ以上にわれわれは自然界に対して、謙虚な気
持ちを取り戻さなければいけない」ということを、金融機関が発
表したレポートに書いてあるということをお伝えして私の報告を
終わらせていただきます。ご静聴ありがとうございました。
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みというものです。そのようなものがあると定義していて、これは
主に生物多様性のことが分からない投資家に向かって、自然資本
があって、それがいろいろな生態系サービスを出していて、それ
を私たちが使っているモノやサービスに実際に影響しているので
す、だから大事ですよという説明をしているわけです。
　では、生物多様性がいかに金融に組み込まれているか。
IPBES の生物多様性に関するグローバルアセスメントレポートに
あったように、100 万種の生物が絶滅危惧であるとか、いろいろ
と危機的な状況が報告されています。
　そして 2019 年、OECD が出したレポートで、Biodiversity: 
Finance and the Economic and Business Case for Action という
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出所：登壇者講演資料 出所：登壇者講演資料
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トークセッション _1 ／ ネスレのパーパス ( 存在意義 )と CSV の実践

　私からは、生物多様性というよりは、その上位概念である
CSV、共通価値の創造について、ネスレの 150 年の歴史を基
にご説明させていただきます。
　まず、ネスレのロゴですが、最初のものは親鳥、子供がいて、
ご飯を食べさせているのですが、今のものは子供が 1 羽減っ
ているのです。私の勝手な想像なのですが、子供は栄養ある
ご飯を食べていくと、立派に育って巣立っていくことを表し
ているのだと思っております。
　ネスレができたのは19世紀中頃、1866年です。当時ヨーロッ
パでは、乳幼児の死亡率が非常に高いことが社会問題になっ
ていました。多いところでは 4 人に 1 人、あるいは 5 人に 1
人が栄養不足で亡くなっていました。
それを見た創業者のアンリ・ネスレが、何とかして助けてあ
げたいと、ミルクと小麦粉にお砂糖を混ぜて作った乳児用乳
製品、今で言うところの「粉ミルク」がネスレ事業の始まり
です。容器の中央に、最初の鳥の巣のロゴがあります。
　今から 60 年ほど前、1962 年の事例を挙げましょう。これ
はネスレがインドの何もない貧困地域に初めて進出し、乳製
品工場を造ったときのエピソードです。
　インド北部、パキスタンとのほぼ国境のあるところ、電気
も水道も何もない場所に、乳製品工場を造りましょうという
プロジェクトが始まりました。当然、何もないので技術支援
の前に、インフラの整備をはじめ、資金、物的、いろいろな
初期投資をして、ここをネスレにとっても現地地域にとって
も、プラスになるような場所にしたいということで、非常に
長期的な視野に立ってプロジェクトを行いました。
　相当な苦労があったと思うのですが、ネスレが最初にイン
フラの整備をし、ミルクの集荷場を造り、輸送するトラック
もなかったのでトラックもチャーターし、そういうところか
ら始めて、結果、できたミルクをネスレが適正な価格で買う
ことで農家の収入も上がり、農家の価値、生活水準を向上さ
せました。
　さらには、子どもの通う小学校なども、ネスレが支援してつ
くり、教育もきちんとできるようになりました。地域全体が経
済的に成長して、電気も水道も通るようになり、ネスレとして
は、そこで酪農家が作ったミルクを安定的に確保できる、
つまりおいしいミルクを安定的に確保できることになりまし
た。それぞれにとって価値を生んだのです。

トーク
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　先ほども申し上げたように、これは 60 年近く前のエピソー
ドなのですが、長期的にビジネスとして成功するためには、
自分たちだけではなく、地域社会全体の価値を上げていかな
いといけないということを経験的に学んできました。
　2005 年に、ピーター・ブラベック - レッツマットという当
時のネスレ会長兼 CEO が、株主の皆さまと社会全体のために
価値を創造する、いわゆる経済的価値と社会的価値を同時に
創造することがネスレが長期的に成功する要因であり、それ
がネスレの事業活動であるとし、それを「ネスレの共通価値
の創造」と名付けました。
　共通価値の創造（CSV）という言葉は、2011 年、マーケティ
ング業界の権威であるマイケル・ポーターという教授がハー
バードビジネスレビューで取り上げてくれました。
　下図の三角形は、CSV を表しています。
一番下がコンプライアンス。法律遵守だけではなくて、ネス
レの社内ルールも守りなさいということ。法律と社内のルー

出所：登壇者講演資料

ルがバッティングしたときには、厳しい方を守りましょうと
いうルールもあります。それから真ん中には、サステナビリ
ティですね。私たちはいつも長期的視野を持っています。そ
してネスレが自分の事業を通して、最大の効果を発揮できる
分野としては、栄養、水、農村開発があります。
　これが私たちの事業戦略そのもの、つまり CSV というアプ
ローチの概要になります。現在のネスレには、世界 187 カ国、
約 30 万人の従業員がいます。いま一度、創業者の思いをみん
なで共有するために、ネスレの存在意義、パーパスとして初
めて明文化しました。「ネスレは、生活の質を高め、さらに健
康な未来づくりに貢献します。」ネスレの全社員は、これを行
動の根幹に置いて、日々活動しています。
　同時に、ネスレがプラスの価値を与えられる領域として3つ、
特定しました。まずは、個人と家族のため。これは先ほど言っ
た栄養の分野ですね。それからコミュニティ。これは農村開発。
最後は地球のため。これは水、環境のところですね。3 つそれ
ぞれに、2030 年までの長期目標を設定しました。
　活動の原点に先ほど紹介した「パーパス」があります。
それから 3 つの社会領域があり、そこに長期目標を立てて、
それぞれに内在する社会問題を特定しました。現在 36 個あり
ます。その1つ1つに、中期コミットメント、数的目標を設けて、
CSV を通じて問題解決に取り組む。それが引いては SDGs の達
成に貢献すると考えています。私たちはこのようなアプロー
チをしています。

出所：登壇者講演資料
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　どうやって社会問題を特定するのかについて、2 年に 1 回、
重要課題分析というのをやっています。縦軸は、社外のステー
クホルダーの方に聞いた、今社会で何が問題になっているの
か、その重要度をマッピングしたものです。横軸は、ネスレ
のビジネスマネジメント陣に聞いた、その社会課題がネスレ
のビジネスにどれだけ影響を与えるのかという重要度をマッ
ピングしたもの。今日は、この中から 2 つの事例をご紹介さ
せていただきます。
　まずサプライチェーン管理です。一番右上にあるということ
は、一番重要だということです。ネスレのビジネスにも、社会
問題にも重要だということですね。

出所：登壇者講演資料

　サプライチェーン管理に関して、私たちはネスレとして「責
任ある調達」の基準をつくりました。これを取引先の方々にも
遵守するようにお願いしています。この中には、生物多様性と
か労働条件とか動物愛護など、いろいろな項目があります。
　例えば第 1 次サプライヤーには、2020 年までに取引、調達
している全数量と金額の 80% 以上を、監査済み、且つコンプ
ライアンス準拠するというコミットメントを立てていて、
2018 年末時点で 61%まで進捗しています。
　一方、上流の生産者に対しても、主要な 14 カテゴリーの原
材料について、2020 年までに 80% 以上をトレーサブル、そ
れから 70% を責任ある調達基準で調達するというコミットメ

ントを立て、現在それぞれ 72%、それから 63% の進捗になっ
ています。これらの数値は、毎年 CSV 報告書で公表をしてい
ます。
　もう少し具体的な例を挙げますと、農村開発では、先ほど
ミルクの事例を挙げましたが、弊社の「キットカット」を始
めとしたチョコレートと、「ネスカフェ」を始めとしたコーヒー
が当てはまります。カカオ農家とコーヒー農家というのは、
ネスレのビジネスにとって重要なステークホルダーです。彼
らに対して、病気に強い苗木を提供する、技術支援をする、
必要に応じて金銭的な支援もして、さらに収穫された農作物
を適正な価格で購入する活動をしています。
　例えばコーヒー。「ネスカフェ」のコーヒーは、2010 年から
2020年にかけて、2億 2000万本の苗木を提供するというコミッ
トメントを持っていて、2018 年末現在で 1 億 8000 万本の提供
ができました。一方、カカオ農家については、1年間に 23万ト

ンのカカオ豆を、「ネスレ カカオプラン」を実施している農家
さんから、適正な価格で購入するというコミットメントがあり、
2018 年末現在で 19.8 万トンを調達しました。当初の目標が 17
万 5000トンだったので、目標を上回って進捗しています。
　特にカカオの分野では、児童労働が非常に問題になってい
ます。「ネスレ カカオプラン」の農園でもここは徹底していて、
ネスレでは児童労働は絶対に駄目だとしています。撲滅に取
り組んでいるので、農家の経済的改善を進めつつ、学校を整
備し、子どもは必ず学校に行かせましょうということを「ネ
スレ カカオプラン」を通じて実施しています。
　主要なカカオ豆の生産国であるコートジボワールとガーナ
については、2018 年末時点で、この「ネスレ カカオプラン」
を通じて、1 万 1000 人を超える子どもたちを児童労働から解
放しました。

出所：登壇者講演資料
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トークセッション

１

SDGs× 生物多様性 シンポジウム

但馬　すべての企業がネスレのように活動していけたら、地球
環境が良くなるスピードはもっと速くなってくるなと思っていま
す。けれども、多くの企業が、今、ネスレのように変わっていけ
るのかというとそうではない。日本の企業の中にも、そういう取
り組みが多くなってきているとは理解していますが、ESG の観点
でいうと投資家は既に先に動いています。まず河口さんの視点
から、どう見えているのかをお伺いしたい。金融業界が先に動
いて企業の歩みが遅いように見えるのか、それとも企業の中で
も活発な動きがあるのか。その辺のところを切り口に、話をして
いけたらなと思っています

ESG 経営　生物多様性に配慮した経営とは

河口　一般論的に、ESG 投資と企業の取り組みで言いますと、
実は企業の取り組みのほうが先行しています。これは生物多様
性に限らず、広い意味で CSR、環境への取り組みに企業は熱心
に取り組んでいます。日本の ESG 投資というのは、実は 10 年
遅れています。先ほど PRI が伸びていて、2900 ぐらいの機関が
署名していると話しましたが、この PRI が始まったのは 2006 年
ですね。2015 年まで日本ではほとんど話題にならず、非常に鳴
かず飛ばず。日本だけ鎖国状態にあるような感じでした。

■ ファシリテーター

但馬　武 氏
fascinate 株式会社
代表取締役社長

■ スピーカー

橋本　禅 氏
東京大学大学院
農学生命科学研究科
准教授

河口　真理子 氏
株式会社 大和総研
調査本部 研究主幹

ネスレ日本株式会社
マーケティング＆コミュニケーションズ本部
コーポレートアフェアーズ統括部
コーポレートコミュニケーション室 室長

阿部　純一 氏

　海外の投資家は非常に熱心なので、ESG 投資に関心を持つ
国外の投資家から投資を受けている企業は取り組まざるを得な
いという状況がありました。またネスレのような企業と取り引き
しているところは、自分たちもそこに合わせていかなければなら
ないという動きもありました。日本で一番遅れていたのは投資家
と消費者でした。投資家は 2015 年に、先ほど話した GPIF（年
金積立金管理運用独立行政法人）が PRI に署名して、ESG 投資
に取り組むと発表したことで、こぞってみんな PRI に取り組んで
ESG 投資が増えました。GPIF は世界最大の年金基金、ここのお
金を預かって運用する会社が ESG投資を始めました。
　そんな関係で、2015 年と 2019 年を比較すると、運用残高が
12 倍になっています。いきなり鎖国から開国したのが投資家の
動きです。投資家というか運用会社は、年金基金のようなお客
さんがいての商売ですから、やはりお客さんが動くと動かざるを
得ない。また金融庁も「SDGs に取り組むような金融をやりなさ
い」といった趣旨のことを言いはじめています。特に地域の金
融機関に対しては、地域の課題解決に資するようなお金の流れ
というのを、地域の金融機関がやらなければならないと指導を
しているので、グローバルな流れには少し遅れたのですが、よ
うやく動きました。
　これに対して消費者はもっと遅れています。日本全体の話であ
るため対象が幅広く、ライフスタイルは個人の自由なので、行
政当局が強制することもできません。情報があまり行き渡ってい
ないのが現状です。消費者の中にも目覚めている人たちはいる
のですが、消費者は多様でたくさんいます。そういう面では、
まだまだ SDGs や ESG を理解している消費者は少数にとどまっ
ています。あとは、海洋生態系や、卵、牛肉など、欧米では当
たり前であるような問題が、ほとんど日本社会では理解されてい
ません。
　地面に放して飼う鶏が産む「平飼い卵」は、欧米ではスーパー
に並ぶ卵の 9 割を占めるのに対し、日本はその逆です。「エシカ
ルな食」に対するリテラシーが日本は全体にまだ低いと言えます。
だからこれからが大事。企業はその辺りのことを分かっているの
ですが、特に食に関していえば、国内の消費者向けにビジネス展
開している企業は、最近は ESG 投資家から言われることもあり、
グローバルスタンダードと日本市場でのニーズのギャップに悩ん
でいます。東京オリンピックが一つのターニングポイントになるか
もしれません。オリンピック期間中はサステナブルな食への関心
が高まると考えられています。そのときに、ようやく日本の消費者
もSDGsや ESGに関心を持ちはじめるのではないでしょうか。

但馬　橋本さんは、大学の研究と並行して、行政と今回の取り
組みをしておられます。行政の視点ではこう感じているというこ
とを代弁できるのではと思っています。今の河口さんのように、
少し引いた立場から ESG および消費者、もしくは企業というの
はどう見えているのか。個人的見解でも構わないので見解をお
聞かせ願えますか。

橋本　ありがとうございます。これは個人的な見解ですが、企
業に関しては行政管轄の観点で農林水産省として動きづらい部
分としてはあるのかなと思います。例えば、経済産業省との関係
を調整するだとか。あとは単純に、これまで生産者を対象とした
施策を多く取ってきています。今日お話ししたような、サプライ
チェーンが長大になっていく中での流通、あるいは加工を対象
にして、どういうふうに国として介入していくのか。インセンティ
ブをどういうふうに与えればいいのか。特に企業活動に関係す
る部分ですので、そういった部分の難しさもあると思います。
　生産者に関しては、環境支払い、あるいは交付金のような形
でインセンティブを与えることはできます。グローバルサプライ
チェーンになったときに、生産地が海外にある場合に、どういう
ふうにその生産地に対しての責任を捉えていけばいいのかと
いった話を先ほどしました。消費者の意識がまだ追いついてお
らず、強制することもできないという難しさもあると思います。
その部分については、恐らく政策上のイノベーションが必要に
なってくると考えています。

但馬　ありがとうございます。ここで阿部さんにお聞きしたいの
が、消費者に対して、どういうふうに伝えていけばいいのか、ど
うやって消費者を変えていけばいいのかといった問題です。僕自
身、パタゴニアに 20 年いたときに社内でよく使われていたのは、
「顧客を教育する」という言葉でした。ただ、上から教育するの
ではなくて、どう巻き込むのかをずっと考えて実践してきたと思っ
ています。ネスレでは、お客さまを巻き込み、教育していく点に
ついて、どうされてきたのでしょうか。

阿部　ネスレ日本というよりは、グローバルのネスレの話ですが、
まず大きな違いとして、社外の声、例えばメディア、投資家、そ
れから NGO、NPO、あるいはアクティビストといわれる方々から
非常に厳しい声をいただくことがよくあります。それに対して
「ノー」というのではなくどうやったら改善できるか一緒に考え、
ずっと活動を続けています。
　この一連の流れが報道されるので、おのずと消費者に伝わっ
ていくのではないのかなと思います。だから日本ではまだまだ
ですが、グローバルでは本当にそういう社外の人たちの厳しい

声のおかげでネスレの努力というものが消費者にも伝わってい
くと考えています。

但馬　河口さん、日本は何で遅いのでしょうかね。

河口　日本人はどうも日本語じゃないと読まないところがありま
すし、精神的にまだ鎖国状態とさえ言えるのではないでしょう
か。それから、「お客さまは神様です文化」が強すぎて、不愉
快な思いをさせないように最後のベストなところだけを見せて、
生産物がお客さまに渡るまでのいろいろなドタバタだとか、グ
レーな部分をなるべく隠すという文化が強すぎるのかなとも思
います。
　昔はサプライチェーンが短かったこともあり、そういうことを
していると全部バレてしまう。だからコミュニティを悪くするか
らしないようにするといった同調圧力もあったわけです。ところ
が昨今は、サプライチェーンが長くなり生産が海外に行ったか
ら見えない。海外で問題行動があっても、それを隠してお客さ
まには見せなくなっています。
　お客さまに見せないのではなくて、途上国の児童労働の問
題や環境の責任を、幼いころから見せて、「あなたの食べてい
るものにはこうした問題があるのだよ」ということを教えていく
べきです。そうすれば、もう少しいろいろなことに思いをはせ
ることができるようになると考えます。消費者を大事にするあま
り、そこを切ってしまった文化。サプライチェーンを分断して、
考えなくてもいいようにしてしまったことも要因かなと思います。

但馬　僕がパタゴニアに行ったのは 1997 年で、その当時から
環境問題の話はあったし、気候変動の話もあったし、倫理的
な話もありました。それはアメリカやヨーロッパがそういう国
だったからだと思っています。日本ではその手の話はされてい
なかった。気候変動に関して言えば、大きな自然災害を経て自
分ごとになった感じがしています。新聞でもテレビでも見ます。
でも、僕から言わせれば 20 年遅れです。
　生物多様性については、見えなくさせたことによって見えな
くなっている面があります。問題が起こってから僕らが直面する
のは危機的状況。今回の農林水産省のシンポジウムは、見え
なくしてしまったものを見えるようにし、危機感を醸成しようと
いう試みだなと捉えています。その点で橋本先生にお聞きしま
すが、この 1 年間で、その辺の見えないものをどう見えるよう
にして自分ごとにするのかということに関して、どんなディスカッ
ションが行われたとお考えですか？

橋本　研究会だけの議論ではなくて、一般的な話としてお話し
しておきたいのが、やはり生物多様性保全がなかなか自分ご
とにならない点です。ようやく生態系サービスという概念が生
まれて、生物多様性保全を議論する際に使われるようになった
ところです。生物多様性は、いわゆる生態系の多様性だとか、
種の多様性とか、遺伝子の多様性ということが簡単に説明され
るのですが、それを守ることがどう重要なのか、それをなかな
か人々に分かりやすく伝えることができませんでした。
　それを分かりやすく伝えるために生み出されたのが、「生態
系サービス」です。生物多様性の豊かさが、生態系サービス
を供給する基盤にある。だからこそ、いろんな食料や木材、
今日出てきたような洪水調整とか、水質浄化、あるいは CO2
の固定もそうですし、美しい農村の景色など、すべてが生態系
サービスになるわけです。そういったものを私たちが大切だと
思うのであれば生物多様性を守ろうというロジックが生まれた
のが、議論の大きな転換点だったと思います。それはおおよ
そ2000 年以降の話です。
　生態系サービスの概念が出てくるまで、生物多様性保全を
巡る議論は、なかなか進みませんでした。もう一つ、IPCC
（Intergovernmental Panel on Climate Change：気候変動に
関する政府間パネル）のような組織がなかったので、条約交渉、
国際ルールを決めるための共通基盤、知識基盤を提供できな
かったというのもあります。それが 2012 年になって、今日も何
度か話に出てきましたけれども、IPBES（Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services：生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科
学 ‒ 政策プラットフォーム）という組織が設立されて、その評
価報告書に基づく初めての交渉が今年の昆明で行われる生物
多様性条約の第 15 回締約国会議です。
　IPBES ができたのは、IPCCよりも約 14 年遅れ。科学的な情
報を提供する基盤があるかどうかも、国際的なルールづくりや
企業活動の枠組みづくりに、直接あるいは間接に影響を与えて
いただろうと理解しています。

但馬　まず消費者に伝える。日本で分断化されて見えなくなっ
た物事をもう一回見ようといっても、なかなかうまくいかない
ものです。けれども、まず国あるいは行政として、周りを埋め
ていくような取り組みを進めながら、消費者に届くようにして
いるということなんですね。

橋本　今年さらに重要なレポートが出ると言われています。気
候変動枠組み条約に基づく、新しいルールづくりを進める上で、
気候変動の経済影響をまとめた「スターンレビュー」が条約交
渉に影響を与えたと言われているのですが、同じようなレポート
が今年、イギリスから出ると囁かれています。ちょうど先週だっ
たと思うのですが、WWF が今後このまま気候変動等が進んだ
場合、われわれの社会にとってどれぐらいの経済影響が出るの
かを、生態系サービスの指標と、その経済評価を使って評価し
ていました。つまり、気候変動が進むことによって生物多様性、
あるいは生態系サービスが失われ、われわれの社会にどの程度
の影響があるのかということが、分かりやすい形で出てきている。
すべてを貨幣換算できるものではないですが、こういった形で
の努力もされているということには触れておきたいと思います。

但馬　ありがとうございます。質問をたくさんいただいているの
ですが、申し訳ありませんが 1個しか答えられそうにありません。
ただ、いただいた質問や指摘は、あとで全部、今日登壇した人
たちが読ませてもらいます。
　ネスレの阿部さんに質問です。ネスレのような巨大企業でも
原料を調達した農地までさかのぼるとのお話を聞いたことがある
のですが、どのようにしてそれを実現したのでしょうか？

阿部　当然 1 社だけではできないですね。やはり現地のそれこ
そ NPO の方とか、NGO の方の協力を得てさかのぼることをして
います。あとは取引先のサプライヤーさん。先ほど言った、責
任ある調達基準というものを交わしたサプライヤーさんをたどっ
て、最末端は現地の NPO、NGO の協力を得ながら、児童労働
の実情などの情報を吸い上げております。

但馬　阿部さんは、この後のセッションには登壇されないので、
ここでさらに一言いただきたいと思います。パタゴニアでもそう
だったのですが、トレーサビリティーを獲得、確保するためには、
なぜ農家や流通過程の全部をやるのかというと、そうすることに
よって高く売れるから。売価としてしっかりインセンティブを付け
ないとやってくれないというのが、認証制度上でもあるなと思って
います。FSC（Forest Stewardship Council：森林管理協議会）に
しても MSC（Marine Stewardship Council：海洋管理協議会）に
してもそうだなと思っているんです。
　最終プレーヤーであるネスレが薄利多売でやろうとしたら、な
かなか難しい。利益を上げながらやるからこそ、ネスレのサプ
ライチェーンに関わる関係者が、ネスレの言うことだったらしっ
かり聞いて一緒にやろうというふうになるんだなと思っています。

　そこで最後の質問なのですが、1円でも安くするのではなくて、
ネスレだからこそ、しっかり顧客にこの価値を提供できるという、
それこそバリューをどう出していくのかということに関してネスレ
ではどんな姿勢で挑んでいるのでしょうか？

阿部　私たちは、コンプライアンスをきちんとやっていることを
第一にしていて、そこからお金をいただくようなことはしていま
せん。重要なのは、やはり信頼です。毎年の監査も、しっかり
実施しています。監査で出てきた結果とか数値、コミットメント
に対する進捗。どんなに悪くても必ず公表し、それに対するアク
ションも示します。それでも、またどこからか非難されます。そ
れに対する解決策はこうですよと宣言する。そういうことをずっ
と続けていると、会社としての信頼が生まれてくると思います。
そうすることで、最終的に消費者からネスレの製品やサービス
が選んでいただけます。難しいことではありますが、短期的では
なく、長期な視野を持って取り組んでいるのが、特長ではない
かと思っています。
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但馬　すべての企業がネスレのように活動していけたら、地球
環境が良くなるスピードはもっと速くなってくるなと思っていま
す。けれども、多くの企業が、今、ネスレのように変わっていけ
るのかというとそうではない。日本の企業の中にも、そういう取
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でいうと投資家は既に先に動いています。まず河口さんの視点
から、どう見えているのかをお伺いしたい。金融業界が先に動
いて企業の歩みが遅いように見えるのか、それとも企業の中で
も活発な動きがあるのか。その辺のところを切り口に、話をして
いけたらなと思っています
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に取り組んでいます。日本の ESG 投資というのは、実は 10 年
遅れています。先ほど PRI が伸びていて、2900 ぐらいの機関が
署名していると話しましたが、この PRI が始まったのは 2006 年
ですね。2015 年まで日本ではほとんど話題にならず、非常に鳴
かず飛ばず。日本だけ鎖国状態にあるような感じでした。
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融機関に対しては、地域の課題解決に資するようなお金の流れ
というのを、地域の金融機関がやらなければならないと指導を
しているので、グローバルな流れには少し遅れたのですが、よ
うやく動きました。
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開している企業は、最近は ESG 投資家から言われることもあり、
グローバルスタンダードと日本市場でのニーズのギャップに悩ん
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もSDGsや ESGに関心を持ちはじめるのではないでしょうか。
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を調整するだとか。あとは単純に、これまで生産者を対象とした
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にして、どういうふうに国として介入していくのか。インセンティ
ブをどういうふうに与えればいいのか。特に企業活動に関係す
る部分ですので、そういった部分の難しさもあると思います。
　生産者に関しては、環境支払い、あるいは交付金のような形
でインセンティブを与えることはできます。グローバルサプライ
チェーンになったときに、生産地が海外にある場合に、どういう
ふうにその生産地に対しての責任を捉えていけばいいのかと
いった話を先ほどしました。消費者の意識がまだ追いついてお
らず、強制することもできないという難しさもあると思います。
その部分については、恐らく政策上のイノベーションが必要に
なってくると考えています。

但馬　ありがとうございます。ここで阿部さんにお聞きしたいの
が、消費者に対して、どういうふうに伝えていけばいいのか、ど
うやって消費者を変えていけばいいのかといった問題です。僕自
身、パタゴニアに 20 年いたときに社内でよく使われていたのは、
「顧客を教育する」という言葉でした。ただ、上から教育するの
ではなくて、どう巻き込むのかをずっと考えて実践してきたと思っ
ています。ネスレでは、お客さまを巻き込み、教育していく点に
ついて、どうされてきたのでしょうか。

阿部　ネスレ日本というよりは、グローバルのネスレの話ですが、
まず大きな違いとして、社外の声、例えばメディア、投資家、そ
れから NGO、NPO、あるいはアクティビストといわれる方々から
非常に厳しい声をいただくことがよくあります。それに対して
「ノー」というのではなくどうやったら改善できるか一緒に考え、
ずっと活動を続けています。
　この一連の流れが報道されるので、おのずと消費者に伝わっ
ていくのではないのかなと思います。だから日本ではまだまだ
ですが、グローバルでは本当にそういう社外の人たちの厳しい

声のおかげでネスレの努力というものが消費者にも伝わってい
くと考えています。

但馬　河口さん、日本は何で遅いのでしょうかね。

河口　日本人はどうも日本語じゃないと読まないところがありま
すし、精神的にまだ鎖国状態とさえ言えるのではないでしょう
か。それから、「お客さまは神様です文化」が強すぎて、不愉
快な思いをさせないように最後のベストなところだけを見せて、
生産物がお客さまに渡るまでのいろいろなドタバタだとか、グ
レーな部分をなるべく隠すという文化が強すぎるのかなとも思
います。
　昔はサプライチェーンが短かったこともあり、そういうことを
していると全部バレてしまう。だからコミュニティを悪くするか
らしないようにするといった同調圧力もあったわけです。ところ
が昨今は、サプライチェーンが長くなり生産が海外に行ったか
ら見えない。海外で問題行動があっても、それを隠してお客さ
まには見せなくなっています。
　お客さまに見せないのではなくて、途上国の児童労働の問
題や環境の責任を、幼いころから見せて、「あなたの食べてい
るものにはこうした問題があるのだよ」ということを教えていく
べきです。そうすれば、もう少しいろいろなことに思いをはせ
ることができるようになると考えます。消費者を大事にするあま
り、そこを切ってしまった文化。サプライチェーンを分断して、
考えなくてもいいようにしてしまったことも要因かなと思います。

但馬　僕がパタゴニアに行ったのは 1997 年で、その当時から
環境問題の話はあったし、気候変動の話もあったし、倫理的
な話もありました。それはアメリカやヨーロッパがそういう国
だったからだと思っています。日本ではその手の話はされてい
なかった。気候変動に関して言えば、大きな自然災害を経て自
分ごとになった感じがしています。新聞でもテレビでも見ます。
でも、僕から言わせれば 20 年遅れです。
　生物多様性については、見えなくさせたことによって見えな
くなっている面があります。問題が起こってから僕らが直面する
のは危機的状況。今回の農林水産省のシンポジウムは、見え
なくしてしまったものを見えるようにし、危機感を醸成しようと
いう試みだなと捉えています。その点で橋本先生にお聞きしま
すが、この 1 年間で、その辺の見えないものをどう見えるよう
にして自分ごとにするのかということに関して、どんなディスカッ
ションが行われたとお考えですか？
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第一にしていて、そこからお金をいただくようなことはしていま
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に対する進捗。どんなに悪くても必ず公表し、それに対するアク
ションも示します。それでも、またどこからか非難されます。そ
れに対する解決策はこうですよと宣言する。そういうことをずっ
と続けていると、会社としての信頼が生まれてくると思います。
そうすることで、最終的に消費者からネスレの製品やサービス
が選んでいただけます。難しいことではありますが、短期的では
なく、長期な視野を持って取り組んでいるのが、特長ではない
かと思っています。
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但馬　すべての企業がネスレのように活動していけたら、地球
環境が良くなるスピードはもっと速くなってくるなと思っていま
す。けれども、多くの企業が、今、ネスレのように変わっていけ
るのかというとそうではない。日本の企業の中にも、そういう取
り組みが多くなってきているとは理解していますが、ESG の観点
でいうと投資家は既に先に動いています。まず河口さんの視点
から、どう見えているのかをお伺いしたい。金融業界が先に動
いて企業の歩みが遅いように見えるのか、それとも企業の中で
も活発な動きがあるのか。その辺のところを切り口に、話をして
いけたらなと思っています

河口　一般論的に、ESG 投資と企業の取り組みで言いますと、
実は企業の取り組みのほうが先行しています。これは生物多様
性に限らず、広い意味で CSR、環境への取り組みに企業は熱心
に取り組んでいます。日本の ESG 投資というのは、実は 10 年
遅れています。先ほど PRI が伸びていて、2900 ぐらいの機関が
署名していると話しましたが、この PRI が始まったのは 2006 年
ですね。2015 年まで日本ではほとんど話題にならず、非常に鳴
かず飛ばず。日本だけ鎖国状態にあるような感じでした。

　海外の投資家は非常に熱心なので、ESG 投資に関心を持つ
国外の投資家から投資を受けている企業は取り組まざるを得な
いという状況がありました。またネスレのような企業と取り引き
しているところは、自分たちもそこに合わせていかなければなら
ないという動きもありました。日本で一番遅れていたのは投資家
と消費者でした。投資家は 2015 年に、先ほど話した GPIF（年
金積立金管理運用独立行政法人）が PRI に署名して、ESG 投資
に取り組むと発表したことで、こぞってみんな PRI に取り組んで
ESG 投資が増えました。GPIF は世界最大の年金基金、ここのお
金を預かって運用する会社が ESG投資を始めました。
　そんな関係で、2015 年と 2019 年を比較すると、運用残高が
12 倍になっています。いきなり鎖国から開国したのが投資家の
動きです。投資家というか運用会社は、年金基金のようなお客
さんがいての商売ですから、やはりお客さんが動くと動かざるを
得ない。また金融庁も「SDGs に取り組むような金融をやりなさ
い」といった趣旨のことを言いはじめています。特に地域の金
融機関に対しては、地域の課題解決に資するようなお金の流れ
というのを、地域の金融機関がやらなければならないと指導を
しているので、グローバルな流れには少し遅れたのですが、よ
うやく動きました。
　これに対して消費者はもっと遅れています。日本全体の話であ
るため対象が幅広く、ライフスタイルは個人の自由なので、行
政当局が強制することもできません。情報があまり行き渡ってい
ないのが現状です。消費者の中にも目覚めている人たちはいる
のですが、消費者は多様でたくさんいます。そういう面では、
まだまだ SDGs や ESG を理解している消費者は少数にとどまっ
ています。あとは、海洋生態系や、卵、牛肉など、欧米では当
たり前であるような問題が、ほとんど日本社会では理解されてい
ません。
　地面に放して飼う鶏が産む「平飼い卵」は、欧米ではスーパー
に並ぶ卵の 9 割を占めるのに対し、日本はその逆です。「エシカ
ルな食」に対するリテラシーが日本は全体にまだ低いと言えます。
だからこれからが大事。企業はその辺りのことを分かっているの
ですが、特に食に関していえば、国内の消費者向けにビジネス展
開している企業は、最近は ESG 投資家から言われることもあり、
グローバルスタンダードと日本市場でのニーズのギャップに悩ん
でいます。東京オリンピックが一つのターニングポイントになるか
もしれません。オリンピック期間中はサステナブルな食への関心
が高まると考えられています。そのときに、ようやく日本の消費者
もSDGsや ESGに関心を持ちはじめるのではないでしょうか。

但馬　橋本さんは、大学の研究と並行して、行政と今回の取り
組みをしておられます。行政の視点ではこう感じているというこ
とを代弁できるのではと思っています。今の河口さんのように、
少し引いた立場から ESG および消費者、もしくは企業というの
はどう見えているのか。個人的見解でも構わないので見解をお
聞かせ願えますか。

橋本　ありがとうございます。これは個人的な見解ですが、企
業に関しては行政管轄の観点で農林水産省として動きづらい部
分としてはあるのかなと思います。例えば、経済産業省との関係
を調整するだとか。あとは単純に、これまで生産者を対象とした
施策を多く取ってきています。今日お話ししたような、サプライ
チェーンが長大になっていく中での流通、あるいは加工を対象
にして、どういうふうに国として介入していくのか。インセンティ
ブをどういうふうに与えればいいのか。特に企業活動に関係す
る部分ですので、そういった部分の難しさもあると思います。
　生産者に関しては、環境支払い、あるいは交付金のような形
でインセンティブを与えることはできます。グローバルサプライ
チェーンになったときに、生産地が海外にある場合に、どういう
ふうにその生産地に対しての責任を捉えていけばいいのかと
いった話を先ほどしました。消費者の意識がまだ追いついてお
らず、強制することもできないという難しさもあると思います。
その部分については、恐らく政策上のイノベーションが必要に
なってくると考えています。

但馬　ありがとうございます。ここで阿部さんにお聞きしたいの
が、消費者に対して、どういうふうに伝えていけばいいのか、ど
うやって消費者を変えていけばいいのかといった問題です。僕自
身、パタゴニアに 20 年いたときに社内でよく使われていたのは、
「顧客を教育する」という言葉でした。ただ、上から教育するの
ではなくて、どう巻き込むのかをずっと考えて実践してきたと思っ
ています。ネスレでは、お客さまを巻き込み、教育していく点に
ついて、どうされてきたのでしょうか。

阿部　ネスレ日本というよりは、グローバルのネスレの話ですが、
まず大きな違いとして、社外の声、例えばメディア、投資家、そ
れから NGO、NPO、あるいはアクティビストといわれる方々から
非常に厳しい声をいただくことがよくあります。それに対して
「ノー」というのではなくどうやったら改善できるか一緒に考え、
ずっと活動を続けています。
　この一連の流れが報道されるので、おのずと消費者に伝わっ
ていくのではないのかなと思います。だから日本ではまだまだ
ですが、グローバルでは本当にそういう社外の人たちの厳しい

声のおかげでネスレの努力というものが消費者にも伝わってい
くと考えています。

但馬　河口さん、日本は何で遅いのでしょうかね。

河口　日本人はどうも日本語じゃないと読まないところがありま
すし、精神的にまだ鎖国状態とさえ言えるのではないでしょう
か。それから、「お客さまは神様です文化」が強すぎて、不愉
快な思いをさせないように最後のベストなところだけを見せて、
生産物がお客さまに渡るまでのいろいろなドタバタだとか、グ
レーな部分をなるべく隠すという文化が強すぎるのかなとも思
います。
　昔はサプライチェーンが短かったこともあり、そういうことを
していると全部バレてしまう。だからコミュニティを悪くするか
らしないようにするといった同調圧力もあったわけです。ところ
が昨今は、サプライチェーンが長くなり生産が海外に行ったか
ら見えない。海外で問題行動があっても、それを隠してお客さ
まには見せなくなっています。
　お客さまに見せないのではなくて、途上国の児童労働の問
題や環境の責任を、幼いころから見せて、「あなたの食べてい
るものにはこうした問題があるのだよ」ということを教えていく
べきです。そうすれば、もう少しいろいろなことに思いをはせ
ることができるようになると考えます。消費者を大事にするあま
り、そこを切ってしまった文化。サプライチェーンを分断して、
考えなくてもいいようにしてしまったことも要因かなと思います。

但馬　僕がパタゴニアに行ったのは 1997 年で、その当時から
環境問題の話はあったし、気候変動の話もあったし、倫理的
な話もありました。それはアメリカやヨーロッパがそういう国
だったからだと思っています。日本ではその手の話はされてい
なかった。気候変動に関して言えば、大きな自然災害を経て自
分ごとになった感じがしています。新聞でもテレビでも見ます。
でも、僕から言わせれば 20 年遅れです。
　生物多様性については、見えなくさせたことによって見えな
くなっている面があります。問題が起こってから僕らが直面する
のは危機的状況。今回の農林水産省のシンポジウムは、見え
なくしてしまったものを見えるようにし、危機感を醸成しようと
いう試みだなと捉えています。その点で橋本先生にお聞きしま
すが、この 1 年間で、その辺の見えないものをどう見えるよう
にして自分ごとにするのかということに関して、どんなディスカッ
ションが行われたとお考えですか？

橋本　研究会だけの議論ではなくて、一般的な話としてお話し
しておきたいのが、やはり生物多様性保全がなかなか自分ご
とにならない点です。ようやく生態系サービスという概念が生
まれて、生物多様性保全を議論する際に使われるようになった
ところです。生物多様性は、いわゆる生態系の多様性だとか、
種の多様性とか、遺伝子の多様性ということが簡単に説明され
るのですが、それを守ることがどう重要なのか、それをなかな
か人々に分かりやすく伝えることができませんでした。
　それを分かりやすく伝えるために生み出されたのが、「生態
系サービス」です。生物多様性の豊かさが、生態系サービス
を供給する基盤にある。だからこそ、いろんな食料や木材、
今日出てきたような洪水調整とか、水質浄化、あるいは CO2
の固定もそうですし、美しい農村の景色など、すべてが生態系
サービスになるわけです。そういったものを私たちが大切だと
思うのであれば生物多様性を守ろうというロジックが生まれた
のが、議論の大きな転換点だったと思います。それはおおよ
そ2000 年以降の話です。
　生態系サービスの概念が出てくるまで、生物多様性保全を
巡る議論は、なかなか進みませんでした。もう一つ、IPCC
（Intergovernmental Panel on Climate Change：気候変動に
関する政府間パネル）のような組織がなかったので、条約交渉、
国際ルールを決めるための共通基盤、知識基盤を提供できな
かったというのもあります。それが 2012 年になって、今日も何
度か話に出てきましたけれども、IPBES（Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services：生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科
学 ‒ 政策プラットフォーム）という組織が設立されて、その評
価報告書に基づく初めての交渉が今年の昆明で行われる生物
多様性条約の第 15 回締約国会議です。
　IPBES ができたのは、IPCCよりも約 14 年遅れ。科学的な情
報を提供する基盤があるかどうかも、国際的なルールづくりや
企業活動の枠組みづくりに、直接あるいは間接に影響を与えて
いただろうと理解しています。

但馬　まず消費者に伝える。日本で分断化されて見えなくなっ
た物事をもう一回見ようといっても、なかなかうまくいかない
ものです。けれども、まず国あるいは行政として、周りを埋め
ていくような取り組みを進めながら、消費者に届くようにして
いるということなんですね。

橋本　今年さらに重要なレポートが出ると言われています。気
候変動枠組み条約に基づく、新しいルールづくりを進める上で、
気候変動の経済影響をまとめた「スターンレビュー」が条約交
渉に影響を与えたと言われているのですが、同じようなレポート
が今年、イギリスから出ると囁かれています。ちょうど先週だっ
たと思うのですが、WWF が今後このまま気候変動等が進んだ
場合、われわれの社会にとってどれぐらいの経済影響が出るの
かを、生態系サービスの指標と、その経済評価を使って評価し
ていました。つまり、気候変動が進むことによって生物多様性、
あるいは生態系サービスが失われ、われわれの社会にどの程度
の影響があるのかということが、分かりやすい形で出てきている。
すべてを貨幣換算できるものではないですが、こういった形で
の努力もされているということには触れておきたいと思います。

但馬　ありがとうございます。質問をたくさんいただいているの
ですが、申し訳ありませんが 1個しか答えられそうにありません。
ただ、いただいた質問や指摘は、あとで全部、今日登壇した人
たちが読ませてもらいます。
　ネスレの阿部さんに質問です。ネスレのような巨大企業でも
原料を調達した農地までさかのぼるとのお話を聞いたことがある
のですが、どのようにしてそれを実現したのでしょうか？

阿部　当然 1 社だけではできないですね。やはり現地のそれこ
そ NPO の方とか、NGO の方の協力を得てさかのぼることをして
います。あとは取引先のサプライヤーさん。先ほど言った、責
任ある調達基準というものを交わしたサプライヤーさんをたどっ
て、最末端は現地の NPO、NGO の協力を得ながら、児童労働
の実情などの情報を吸い上げております。

但馬　阿部さんは、この後のセッションには登壇されないので、
ここでさらに一言いただきたいと思います。パタゴニアでもそう
だったのですが、トレーサビリティーを獲得、確保するためには、
なぜ農家や流通過程の全部をやるのかというと、そうすることに
よって高く売れるから。売価としてしっかりインセンティブを付け
ないとやってくれないというのが、認証制度上でもあるなと思って
います。FSC（Forest Stewardship Council：森林管理協議会）に
しても MSC（Marine Stewardship Council：海洋管理協議会）に
してもそうだなと思っているんです。
　最終プレーヤーであるネスレが薄利多売でやろうとしたら、な
かなか難しい。利益を上げながらやるからこそ、ネスレのサプ
ライチェーンに関わる関係者が、ネスレの言うことだったらしっ
かり聞いて一緒にやろうというふうになるんだなと思っています。

　そこで最後の質問なのですが、1円でも安くするのではなくて、
ネスレだからこそ、しっかり顧客にこの価値を提供できるという、
それこそバリューをどう出していくのかということに関してネスレ
ではどんな姿勢で挑んでいるのでしょうか？

阿部　私たちは、コンプライアンスをきちんとやっていることを
第一にしていて、そこからお金をいただくようなことはしていま
せん。重要なのは、やはり信頼です。毎年の監査も、しっかり
実施しています。監査で出てきた結果とか数値、コミットメント
に対する進捗。どんなに悪くても必ず公表し、それに対するアク
ションも示します。それでも、またどこからか非難されます。そ
れに対する解決策はこうですよと宣言する。そういうことをずっ
と続けていると、会社としての信頼が生まれてくると思います。
そうすることで、最終的に消費者からネスレの製品やサービス
が選んでいただけます。難しいことではありますが、短期的では
なく、長期な視野を持って取り組んでいるのが、特長ではない
かと思っています。
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但馬　すべての企業がネスレのように活動していけたら、地球
環境が良くなるスピードはもっと速くなってくるなと思っていま
す。けれども、多くの企業が、今、ネスレのように変わっていけ
るのかというとそうではない。日本の企業の中にも、そういう取
り組みが多くなってきているとは理解していますが、ESG の観点
でいうと投資家は既に先に動いています。まず河口さんの視点
から、どう見えているのかをお伺いしたい。金融業界が先に動
いて企業の歩みが遅いように見えるのか、それとも企業の中で
も活発な動きがあるのか。その辺のところを切り口に、話をして
いけたらなと思っています

河口　一般論的に、ESG 投資と企業の取り組みで言いますと、
実は企業の取り組みのほうが先行しています。これは生物多様
性に限らず、広い意味で CSR、環境への取り組みに企業は熱心
に取り組んでいます。日本の ESG 投資というのは、実は 10 年
遅れています。先ほど PRI が伸びていて、2900 ぐらいの機関が
署名していると話しましたが、この PRI が始まったのは 2006 年
ですね。2015 年まで日本ではほとんど話題にならず、非常に鳴
かず飛ばず。日本だけ鎖国状態にあるような感じでした。

　海外の投資家は非常に熱心なので、ESG 投資に関心を持つ
国外の投資家から投資を受けている企業は取り組まざるを得な
いという状況がありました。またネスレのような企業と取り引き
しているところは、自分たちもそこに合わせていかなければなら
ないという動きもありました。日本で一番遅れていたのは投資家
と消費者でした。投資家は 2015 年に、先ほど話した GPIF（年
金積立金管理運用独立行政法人）が PRI に署名して、ESG 投資
に取り組むと発表したことで、こぞってみんな PRI に取り組んで
ESG 投資が増えました。GPIF は世界最大の年金基金、ここのお
金を預かって運用する会社が ESG投資を始めました。
　そんな関係で、2015 年と 2019 年を比較すると、運用残高が
12 倍になっています。いきなり鎖国から開国したのが投資家の
動きです。投資家というか運用会社は、年金基金のようなお客
さんがいての商売ですから、やはりお客さんが動くと動かざるを
得ない。また金融庁も「SDGs に取り組むような金融をやりなさ
い」といった趣旨のことを言いはじめています。特に地域の金
融機関に対しては、地域の課題解決に資するようなお金の流れ
というのを、地域の金融機関がやらなければならないと指導を
しているので、グローバルな流れには少し遅れたのですが、よ
うやく動きました。
　これに対して消費者はもっと遅れています。日本全体の話であ
るため対象が幅広く、ライフスタイルは個人の自由なので、行
政当局が強制することもできません。情報があまり行き渡ってい
ないのが現状です。消費者の中にも目覚めている人たちはいる
のですが、消費者は多様でたくさんいます。そういう面では、
まだまだ SDGs や ESG を理解している消費者は少数にとどまっ
ています。あとは、海洋生態系や、卵、牛肉など、欧米では当
たり前であるような問題が、ほとんど日本社会では理解されてい
ません。
　地面に放して飼う鶏が産む「平飼い卵」は、欧米ではスーパー
に並ぶ卵の 9 割を占めるのに対し、日本はその逆です。「エシカ
ルな食」に対するリテラシーが日本は全体にまだ低いと言えます。
だからこれからが大事。企業はその辺りのことを分かっているの
ですが、特に食に関していえば、国内の消費者向けにビジネス展
開している企業は、最近は ESG 投資家から言われることもあり、
グローバルスタンダードと日本市場でのニーズのギャップに悩ん
でいます。東京オリンピックが一つのターニングポイントになるか
もしれません。オリンピック期間中はサステナブルな食への関心
が高まると考えられています。そのときに、ようやく日本の消費者
もSDGsや ESGに関心を持ちはじめるのではないでしょうか。

但馬　橋本さんは、大学の研究と並行して、行政と今回の取り
組みをしておられます。行政の視点ではこう感じているというこ
とを代弁できるのではと思っています。今の河口さんのように、
少し引いた立場から ESG および消費者、もしくは企業というの
はどう見えているのか。個人的見解でも構わないので見解をお
聞かせ願えますか。

橋本　ありがとうございます。これは個人的な見解ですが、企
業に関しては行政管轄の観点で農林水産省として動きづらい部
分としてはあるのかなと思います。例えば、経済産業省との関係
を調整するだとか。あとは単純に、これまで生産者を対象とした
施策を多く取ってきています。今日お話ししたような、サプライ
チェーンが長大になっていく中での流通、あるいは加工を対象
にして、どういうふうに国として介入していくのか。インセンティ
ブをどういうふうに与えればいいのか。特に企業活動に関係す
る部分ですので、そういった部分の難しさもあると思います。
　生産者に関しては、環境支払い、あるいは交付金のような形
でインセンティブを与えることはできます。グローバルサプライ
チェーンになったときに、生産地が海外にある場合に、どういう
ふうにその生産地に対しての責任を捉えていけばいいのかと
いった話を先ほどしました。消費者の意識がまだ追いついてお
らず、強制することもできないという難しさもあると思います。
その部分については、恐らく政策上のイノベーションが必要に
なってくると考えています。

但馬　ありがとうございます。ここで阿部さんにお聞きしたいの
が、消費者に対して、どういうふうに伝えていけばいいのか、ど
うやって消費者を変えていけばいいのかといった問題です。僕自
身、パタゴニアに 20 年いたときに社内でよく使われていたのは、
「顧客を教育する」という言葉でした。ただ、上から教育するの
ではなくて、どう巻き込むのかをずっと考えて実践してきたと思っ
ています。ネスレでは、お客さまを巻き込み、教育していく点に
ついて、どうされてきたのでしょうか。

阿部　ネスレ日本というよりは、グローバルのネスレの話ですが、
まず大きな違いとして、社外の声、例えばメディア、投資家、そ
れから NGO、NPO、あるいはアクティビストといわれる方々から
非常に厳しい声をいただくことがよくあります。それに対して
「ノー」というのではなくどうやったら改善できるか一緒に考え、
ずっと活動を続けています。
　この一連の流れが報道されるので、おのずと消費者に伝わっ
ていくのではないのかなと思います。だから日本ではまだまだ
ですが、グローバルでは本当にそういう社外の人たちの厳しい

声のおかげでネスレの努力というものが消費者にも伝わってい
くと考えています。

但馬　河口さん、日本は何で遅いのでしょうかね。

河口　日本人はどうも日本語じゃないと読まないところがありま
すし、精神的にまだ鎖国状態とさえ言えるのではないでしょう
か。それから、「お客さまは神様です文化」が強すぎて、不愉
快な思いをさせないように最後のベストなところだけを見せて、
生産物がお客さまに渡るまでのいろいろなドタバタだとか、グ
レーな部分をなるべく隠すという文化が強すぎるのかなとも思
います。
　昔はサプライチェーンが短かったこともあり、そういうことを
していると全部バレてしまう。だからコミュニティを悪くするか
らしないようにするといった同調圧力もあったわけです。ところ
が昨今は、サプライチェーンが長くなり生産が海外に行ったか
ら見えない。海外で問題行動があっても、それを隠してお客さ
まには見せなくなっています。
　お客さまに見せないのではなくて、途上国の児童労働の問
題や環境の責任を、幼いころから見せて、「あなたの食べてい
るものにはこうした問題があるのだよ」ということを教えていく
べきです。そうすれば、もう少しいろいろなことに思いをはせ
ることができるようになると考えます。消費者を大事にするあま
り、そこを切ってしまった文化。サプライチェーンを分断して、
考えなくてもいいようにしてしまったことも要因かなと思います。

但馬　僕がパタゴニアに行ったのは 1997 年で、その当時から
環境問題の話はあったし、気候変動の話もあったし、倫理的
な話もありました。それはアメリカやヨーロッパがそういう国
だったからだと思っています。日本ではその手の話はされてい
なかった。気候変動に関して言えば、大きな自然災害を経て自
分ごとになった感じがしています。新聞でもテレビでも見ます。
でも、僕から言わせれば 20 年遅れです。
　生物多様性については、見えなくさせたことによって見えな
くなっている面があります。問題が起こってから僕らが直面する
のは危機的状況。今回の農林水産省のシンポジウムは、見え
なくしてしまったものを見えるようにし、危機感を醸成しようと
いう試みだなと捉えています。その点で橋本先生にお聞きしま
すが、この 1 年間で、その辺の見えないものをどう見えるよう
にして自分ごとにするのかということに関して、どんなディスカッ
ションが行われたとお考えですか？

橋本　研究会だけの議論ではなくて、一般的な話としてお話し
しておきたいのが、やはり生物多様性保全がなかなか自分ご
とにならない点です。ようやく生態系サービスという概念が生
まれて、生物多様性保全を議論する際に使われるようになった
ところです。生物多様性は、いわゆる生態系の多様性だとか、
種の多様性とか、遺伝子の多様性ということが簡単に説明され
るのですが、それを守ることがどう重要なのか、それをなかな
か人々に分かりやすく伝えることができませんでした。
　それを分かりやすく伝えるために生み出されたのが、「生態
系サービス」です。生物多様性の豊かさが、生態系サービス
を供給する基盤にある。だからこそ、いろんな食料や木材、
今日出てきたような洪水調整とか、水質浄化、あるいは CO2
の固定もそうですし、美しい農村の景色など、すべてが生態系
サービスになるわけです。そういったものを私たちが大切だと
思うのであれば生物多様性を守ろうというロジックが生まれた
のが、議論の大きな転換点だったと思います。それはおおよ
そ2000 年以降の話です。
　生態系サービスの概念が出てくるまで、生物多様性保全を
巡る議論は、なかなか進みませんでした。もう一つ、IPCC
（Intergovernmental Panel on Climate Change：気候変動に
関する政府間パネル）のような組織がなかったので、条約交渉、
国際ルールを決めるための共通基盤、知識基盤を提供できな
かったというのもあります。それが 2012 年になって、今日も何
度か話に出てきましたけれども、IPBES（Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 
Services：生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科
学 ‒ 政策プラットフォーム）という組織が設立されて、その評
価報告書に基づく初めての交渉が今年の昆明で行われる生物
多様性条約の第 15 回締約国会議です。
　IPBES ができたのは、IPCCよりも約 14 年遅れ。科学的な情
報を提供する基盤があるかどうかも、国際的なルールづくりや
企業活動の枠組みづくりに、直接あるいは間接に影響を与えて
いただろうと理解しています。

但馬　まず消費者に伝える。日本で分断化されて見えなくなっ
た物事をもう一回見ようといっても、なかなかうまくいかない
ものです。けれども、まず国あるいは行政として、周りを埋め
ていくような取り組みを進めながら、消費者に届くようにして
いるということなんですね。

橋本　今年さらに重要なレポートが出ると言われています。気
候変動枠組み条約に基づく、新しいルールづくりを進める上で、
気候変動の経済影響をまとめた「スターンレビュー」が条約交
渉に影響を与えたと言われているのですが、同じようなレポート
が今年、イギリスから出ると囁かれています。ちょうど先週だっ
たと思うのですが、WWF が今後このまま気候変動等が進んだ
場合、われわれの社会にとってどれぐらいの経済影響が出るの
かを、生態系サービスの指標と、その経済評価を使って評価し
ていました。つまり、気候変動が進むことによって生物多様性、
あるいは生態系サービスが失われ、われわれの社会にどの程度
の影響があるのかということが、分かりやすい形で出てきている。
すべてを貨幣換算できるものではないですが、こういった形で
の努力もされているということには触れておきたいと思います。

但馬　ありがとうございます。質問をたくさんいただいているの
ですが、申し訳ありませんが 1個しか答えられそうにありません。
ただ、いただいた質問や指摘は、あとで全部、今日登壇した人
たちが読ませてもらいます。
　ネスレの阿部さんに質問です。ネスレのような巨大企業でも
原料を調達した農地までさかのぼるとのお話を聞いたことがある
のですが、どのようにしてそれを実現したのでしょうか？

阿部　当然 1 社だけではできないですね。やはり現地のそれこ
そ NPO の方とか、NGO の方の協力を得てさかのぼることをして
います。あとは取引先のサプライヤーさん。先ほど言った、責
任ある調達基準というものを交わしたサプライヤーさんをたどっ
て、最末端は現地の NPO、NGO の協力を得ながら、児童労働
の実情などの情報を吸い上げております。

但馬　阿部さんは、この後のセッションには登壇されないので、
ここでさらに一言いただきたいと思います。パタゴニアでもそう
だったのですが、トレーサビリティーを獲得、確保するためには、
なぜ農家や流通過程の全部をやるのかというと、そうすることに
よって高く売れるから。売価としてしっかりインセンティブを付け
ないとやってくれないというのが、認証制度上でもあるなと思って
います。FSC（Forest Stewardship Council：森林管理協議会）に
しても MSC（Marine Stewardship Council：海洋管理協議会）に
してもそうだなと思っているんです。
　最終プレーヤーであるネスレが薄利多売でやろうとしたら、な
かなか難しい。利益を上げながらやるからこそ、ネスレのサプ
ライチェーンに関わる関係者が、ネスレの言うことだったらしっ
かり聞いて一緒にやろうというふうになるんだなと思っています。

　そこで最後の質問なのですが、1円でも安くするのではなくて、
ネスレだからこそ、しっかり顧客にこの価値を提供できるという、
それこそバリューをどう出していくのかということに関してネスレ
ではどんな姿勢で挑んでいるのでしょうか？

阿部　私たちは、コンプライアンスをきちんとやっていることを
第一にしていて、そこからお金をいただくようなことはしていま
せん。重要なのは、やはり信頼です。毎年の監査も、しっかり
実施しています。監査で出てきた結果とか数値、コミットメント
に対する進捗。どんなに悪くても必ず公表し、それに対するアク
ションも示します。それでも、またどこからか非難されます。そ
れに対する解決策はこうですよと宣言する。そういうことをずっ
と続けていると、会社としての信頼が生まれてくると思います。
そうすることで、最終的に消費者からネスレの製品やサービス
が選んでいただけます。難しいことではありますが、短期的では
なく、長期な視野を持って取り組んでいるのが、特長ではない
かと思っています。
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トークセッション _2 ／ 小さな家族経営農家の飽くなき挑戦 ～ RE100 農家を目指して～

　皆さんこんにちは。O2Farm という農場で、農家の嫁をしてい
ます。「未来を創る食のビジネス」ということで呼んでいただき
ましたが、私たちは先祖代々つづく専業農家です。農業も食農
ビジネスの関係者ではあるので、畑違いとまではいいませんが、
正直に言って儲かっているわけでもありませんし、法人化もまだ
できていません。
　ビジネスを通じて社会を変えていこうとしている企業の皆さま、
それから法律とか制度によって舵取りをされていく行政の皆さま
が、参考になることなんか言えやしないと気後れしていました。
けれども、今日寺島さんのお話を聞いて、世界レベルで埋没し
ようとしている日本の中で、食農が再生のカギであると知りまし
た。その中で、1 次産業の従事者、後継者として、先祖代々引
き継いできた農地を使っている身として、胸を張って現場でやっ
ていること、そして目指していることをお話しできればと考えます。
　私はいつも ERI と名乗っています。30 世帯ある私の集落は、
半分ぐらいが大津姓です。だから、集落にはファーストネーム文
化があり、下の名前を名乗っています。実は都会育ちなので、
田舎での生活や仕事のスタイルが分からず毎年怒られています。
女性農業者のネットワークであるNPO法人 田舎のヒロインズの
理事長をしております。私たちは農業を続けることで、子どもた
ちに美しい農村を引き継ぎたいという思いを持って就農し、今年
の米作りが 18 年目になります。
　東京育ちで 4 児の母です。ランドスケープ農家を名乗ってい
るのですが、大学を卒業した後、夫と一緒にドイツの大学院で
ランドスケープの勉強をする中で、故郷である阿蘇の美しい景
観を守っていきたいという思いを新たにしました。
　O2Farm は、大津という姓をもじったものです。熊本県では北
部に当たりますが、九州のほぼど真ん中にあたる阿蘇の南の麓
で、水田 5 ヘクタールを使って無農薬のお米を栽培しています。
場所によってはコンプライアンスが取れないところもあり、一部
減農薬で作っています。
　一緒に経営しているおじが、繁殖用のあか牛を 20 頭飼ってお
りまして、この二つが阿蘇の伝統的な景観である、草原と田畑
の組み合わせを守るためのキーとなっています。お米を収穫し
た後のわらを牛が食べ、牛が排泄したものを堆肥として、翌年
田んぼに戻すという循環型農法を実践しています。
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02Farm  6 次化担当　NPO 法人田舎のヒロインズ理事長

SDGs× 生物多様性 シンポジウム

　私たちの職場は、日本昔話のような世界が目の前に広がって
おります。美しい農村景観が広がっています。ランドスケープは
生態系まで含めた概念ですが、見た目に美しいのも重要なポイ
ントではないでしょうか。そして、この景観の約9割以上の農家が、
農業を続けられているから農村の景観が維持できていることを、
私は就農してからようやく気付きました。

　4 人の子どもがいると言いましたが、長男次男が双子で、今年
14 歳になります。都会育ちの私よりずっとセンスのいい彼らは、
既にトラクターを運転しています。2 歳、3 歳ぐらいにデビューし
ているので、私よりずっと使いものになります。英才教育というや
つですね。世界の農家人口の 9 割が家族経営の農家だと言われ
ています。世界中で 5 億世帯いるらしいのですが、彼らが世界の
食料の約 8 割を生産しているそうです。その家族経営の農家の 7
割ぐらいが1ヘクタール未満の小中規模農家らしいです。
　世界のことはよく分かりませんが、私たちも 1 ヘクタールの田
畑からはじめて、今は 5 ヘクタールに広がりました。農業を拡
大する中で、女性農業者という立場で、これまでに取り組んでき
たことをお話ししようと思います。17 ある SDGs に当てはめられ
ると思い、今回初めて 17 個に分けてみました。少しこじつけの
部分や、どうなのというところもあるとは思いますが、お気付き
の点があればアドバイスやもっとこうなんじゃないのというアイ

デアを是非いただきたいと思っております。今回の登壇のため
に作り、まとめたものです。17 もあるので、駆け足になります
がよろしくお願いします。
　目標1の「貧困をなくそう」は当然ですね。私たちは1ヘクター
ルの小中規模からはじめましたし、慶応大学卒とわざわざ書い
たのですが、私たちは海外の大学院卒で夫と 2 人合わせて月収
10 万からスタートしました。私は都会生まれの一人っ子なので、
両親からとても心配されました。随分、反対されたり、心配され
たりもしますが、今は家族が 6 名に増えて去年リーフという新車
を買いました。RE100 という化石燃料を減らそうという取り組み
の一環なのですが、それはまた後でお話しします。
　もともと、儲けることを目的としてはじめたわけではありませ
ん。もちろん私たちが続けるために利益を出す必要はあります
が、生き方改革、働き方改革が主題です。だからESG の対象に
はとてもなりません。しかし、自然資本、ストックによって、利子、
つまり農産物を生み出しているのが「農業」なのではないかな
とも思います。農家を始めて18 年で経営規模が 5倍になり、親
に心配されたような状況ではなくなりました。目標 2の「飢餓を
ゼロに」は、お米を作っているので、それ自体が飢餓をなくす
取り組みだと思いますから今日は飛ばします。

　目標 3「すべての人に健康と福祉を」。アイガモとか鯉を使っ
ている農法で有機農産物を作っていますので、健康というキー
ワードに当てはまりますし、家庭菜園レベルですが自宅で食べる
野菜はできる限り自分たちで作っています。それからグリーン
ツーリズムの促進で、年間数百人の宿泊客が来る賑わいのある
農場なのですが、福祉や健康につながってほしいという思いで
やっています。
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　それから目標 4「質の高い教育をみんなに」。これは少子化、
人口の都市集約が進む日本において、学びの場、教育の場とし
て農村の役割が今後さらに大きくなっていくのではないかと思っ
ています。農家の子女たちだけではなく、「農業が好きな子ども
集まれ」という取り組みを通じて子どもを受け入れたり、東京大
学の「異才発掘プロジェクト」を招致したりしています。
異才発掘プロジェクトは、基本的には不登校支援プロジェクトで
すが、本郷や駒場といった都会の中でやるのではなくて、農村
に飛び出てやってもらおうと南阿蘇に来てもらいました。
　目標 5「ジェンダー平等を実現しよう」。これは女性農業者と
いうだけで、既にクリアできるかなと思います。ただ付け加えて
おきたいのは、男性も活躍しているということ。女性の世の中と
言われ、男性もいろいろ大変でしょう。男性も頑張れってよく思っ
ています。あと、目標 6「安全な水とトイレを世界に」。これは
農薬の使用を減らしていますので水に直結します。水のいらな
いバイオマストイレも導入しています。

　目標 7「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」は、私
がかなりこだわっているところなので、少し詳しく説明します。
農村部は自然エネルギー、再生可能なエネルギーに最も適して
いる場所です。農地で農産物も電気も作る「ソーラーシェアリン
グ」は、日本で生まれたアイデアです。南阿蘇の景観を守るラ
ンドスケープ農家を謳っており、景観とのバランスに関して答え
が見出せていないので、まだ導入に踏み切れないでいますが、
私たちの農場でも小規模ではありますが導入を考えています。

　それからRE100 を目指した取り組みとしてバイオディーゼルの
使用があります。農作業に必要なトラクターとかコンバインは軽
油を使います。多くの CO2 を排出している意識がずっとあり、昨
年 4 月に植物油をベースにした燃料「バイオディーゼル」に切
り替えました。使用済みの天ぷら油を軽油の代替燃料にしたも
ので、植物油ベースなので（実質的に）CO2 は出ません。その
他にも小水力発電、小型風力など、小さな農場ができることを
実現していけたらなと思っています。小水力発電に関しては水路
の流量や落差を測っている段階です。
　目標 9「産業と技術革新の基盤をつくろう」ですね。水田セ
ンサーのプロモーションに協力しましたが、うちの農場では本格
的には導入していません。けれども、女性農家仲間のアイデア
で誕生した「雑草ふみふみ」という機械など、農業の IT 化だけ
でなく、日本ならではのアイデアを技術革新の基盤として活かし
ています。
目標 10「人や国の不平等をなくそう」に関しては、うちの農場
は国外からも視察や収穫体験などを目的にたくさんのお客さん
が来ます。韓国と険悪な関係が続いていたときも視察もありまし
たしお友達も来てくれました。ハワイからも来る人もいますし、
香港の皆さんは収穫体験をして帰りました。
　それから、目標 11「住み続けられるまちづくりを」。農村は高
齢者比率が半端ないです。高齢者政策が先行しがちですけれど
も、今、農村で 4 人の子どもを育てていて、本当に幸せです。
子どもたちの場所がいっぱいあって、安心な食べ物があって、
遊ぶ場所があります。だから、子育て世代を増やしたいなという
思いから取り組みには力を入れています。うちの田畑で託児所
や幼稚園のような取り組みを実施し、その結果、友人が事業所
を立ち上げ、事業化に至りました。
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　皆さんこんにちは。O2Farm という農場で、農家の嫁をしてい
ます。「未来を創る食のビジネス」ということで呼んでいただき
ましたが、私たちは先祖代々つづく専業農家です。農業も食農
ビジネスの関係者ではあるので、畑違いとまではいいませんが、
正直に言って儲かっているわけでもありませんし、法人化もまだ
できていません。
　ビジネスを通じて社会を変えていこうとしている企業の皆さま、
それから法律とか制度によって舵取りをされていく行政の皆さま
が、参考になることなんか言えやしないと気後れしていました。
けれども、今日寺島さんのお話を聞いて、世界レベルで埋没し
ようとしている日本の中で、食農が再生のカギであると知りまし
た。その中で、1 次産業の従事者、後継者として、先祖代々引
き継いできた農地を使っている身として、胸を張って現場でやっ
ていること、そして目指していることをお話しできればと考えます。
　私はいつも ERI と名乗っています。30 世帯ある私の集落は、
半分ぐらいが大津姓です。だから、集落にはファーストネーム文
化があり、下の名前を名乗っています。実は都会育ちなので、
田舎での生活や仕事のスタイルが分からず毎年怒られています。
女性農業者のネットワークであるNPO法人 田舎のヒロインズの
理事長をしております。私たちは農業を続けることで、子どもた
ちに美しい農村を引き継ぎたいという思いを持って就農し、今年
の米作りが 18 年目になります。
　東京育ちで 4 児の母です。ランドスケープ農家を名乗ってい
るのですが、大学を卒業した後、夫と一緒にドイツの大学院で
ランドスケープの勉強をする中で、故郷である阿蘇の美しい景
観を守っていきたいという思いを新たにしました。
　O2Farm は、大津という姓をもじったものです。熊本県では北
部に当たりますが、九州のほぼど真ん中にあたる阿蘇の南の麓
で、水田 5 ヘクタールを使って無農薬のお米を栽培しています。
場所によってはコンプライアンスが取れないところもあり、一部
減農薬で作っています。
　一緒に経営しているおじが、繁殖用のあか牛を 20 頭飼ってお
りまして、この二つが阿蘇の伝統的な景観である、草原と田畑
の組み合わせを守るためのキーとなっています。お米を収穫し
た後のわらを牛が食べ、牛が排泄したものを堆肥として、翌年
田んぼに戻すという循環型農法を実践しています。
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　私たちの職場は、日本昔話のような世界が目の前に広がって
おります。美しい農村景観が広がっています。ランドスケープは
生態系まで含めた概念ですが、見た目に美しいのも重要なポイ
ントではないでしょうか。そして、この景観の約9割以上の農家が、
農業を続けられているから農村の景観が維持できていることを、
私は就農してからようやく気付きました。

　4 人の子どもがいると言いましたが、長男次男が双子で、今年
14 歳になります。都会育ちの私よりずっとセンスのいい彼らは、
既にトラクターを運転しています。2 歳、3 歳ぐらいにデビューし
ているので、私よりずっと使いものになります。英才教育というや
つですね。世界の農家人口の 9 割が家族経営の農家だと言われ
ています。世界中で 5 億世帯いるらしいのですが、彼らが世界の
食料の約 8 割を生産しているそうです。その家族経営の農家の 7
割ぐらいが1ヘクタール未満の小中規模農家らしいです。
　世界のことはよく分かりませんが、私たちも 1 ヘクタールの田
畑からはじめて、今は 5 ヘクタールに広がりました。農業を拡
大する中で、女性農業者という立場で、これまでに取り組んでき
たことをお話ししようと思います。17 ある SDGs に当てはめられ
ると思い、今回初めて 17 個に分けてみました。少しこじつけの
部分や、どうなのというところもあるとは思いますが、お気付き
の点があればアドバイスやもっとこうなんじゃないのというアイ

デアを是非いただきたいと思っております。今回の登壇のため
に作り、まとめたものです。17 もあるので、駆け足になります
がよろしくお願いします。
　目標1の「貧困をなくそう」は当然ですね。私たちは1ヘクター
ルの小中規模からはじめましたし、慶応大学卒とわざわざ書い
たのですが、私たちは海外の大学院卒で夫と 2 人合わせて月収
10 万からスタートしました。私は都会生まれの一人っ子なので、
両親からとても心配されました。随分、反対されたり、心配され
たりもしますが、今は家族が 6 名に増えて去年リーフという新車
を買いました。RE100 という化石燃料を減らそうという取り組み
の一環なのですが、それはまた後でお話しします。
　もともと、儲けることを目的としてはじめたわけではありませ
ん。もちろん私たちが続けるために利益を出す必要はあります
が、生き方改革、働き方改革が主題です。だからESG の対象に
はとてもなりません。しかし、自然資本、ストックによって、利子、
つまり農産物を生み出しているのが「農業」なのではないかな
とも思います。農家を始めて18 年で経営規模が 5倍になり、親
に心配されたような状況ではなくなりました。目標 2の「飢餓を
ゼロに」は、お米を作っているので、それ自体が飢餓をなくす
取り組みだと思いますから今日は飛ばします。

　目標 3「すべての人に健康と福祉を」。アイガモとか鯉を使っ
ている農法で有機農産物を作っていますので、健康というキー
ワードに当てはまりますし、家庭菜園レベルですが自宅で食べる
野菜はできる限り自分たちで作っています。それからグリーン
ツーリズムの促進で、年間数百人の宿泊客が来る賑わいのある
農場なのですが、福祉や健康につながってほしいという思いで
やっています。
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　それから目標 4「質の高い教育をみんなに」。これは少子化、
人口の都市集約が進む日本において、学びの場、教育の場とし
て農村の役割が今後さらに大きくなっていくのではないかと思っ
ています。農家の子女たちだけではなく、「農業が好きな子ども
集まれ」という取り組みを通じて子どもを受け入れたり、東京大
学の「異才発掘プロジェクト」を招致したりしています。
異才発掘プロジェクトは、基本的には不登校支援プロジェクトで
すが、本郷や駒場といった都会の中でやるのではなくて、農村
に飛び出てやってもらおうと南阿蘇に来てもらいました。
　目標 5「ジェンダー平等を実現しよう」。これは女性農業者と
いうだけで、既にクリアできるかなと思います。ただ付け加えて
おきたいのは、男性も活躍しているということ。女性の世の中と
言われ、男性もいろいろ大変でしょう。男性も頑張れってよく思っ
ています。あと、目標 6「安全な水とトイレを世界に」。これは
農薬の使用を減らしていますので水に直結します。水のいらな
いバイオマストイレも導入しています。

　目標 7「エネルギーをみんなに、そしてクリーンに」は、私
がかなりこだわっているところなので、少し詳しく説明します。
農村部は自然エネルギー、再生可能なエネルギーに最も適して
いる場所です。農地で農産物も電気も作る「ソーラーシェアリン
グ」は、日本で生まれたアイデアです。南阿蘇の景観を守るラ
ンドスケープ農家を謳っており、景観とのバランスに関して答え
が見出せていないので、まだ導入に踏み切れないでいますが、
私たちの農場でも小規模ではありますが導入を考えています。

　それからRE100 を目指した取り組みとしてバイオディーゼルの
使用があります。農作業に必要なトラクターとかコンバインは軽
油を使います。多くの CO2 を排出している意識がずっとあり、昨
年 4 月に植物油をベースにした燃料「バイオディーゼル」に切
り替えました。使用済みの天ぷら油を軽油の代替燃料にしたも
ので、植物油ベースなので（実質的に）CO2 は出ません。その
他にも小水力発電、小型風力など、小さな農場ができることを
実現していけたらなと思っています。小水力発電に関しては水路
の流量や落差を測っている段階です。
　目標 9「産業と技術革新の基盤をつくろう」ですね。水田セ
ンサーのプロモーションに協力しましたが、うちの農場では本格
的には導入していません。けれども、女性農家仲間のアイデア
で誕生した「雑草ふみふみ」という機械など、農業の IT 化だけ
でなく、日本ならではのアイデアを技術革新の基盤として活かし
ています。
目標 10「人や国の不平等をなくそう」に関しては、うちの農場
は国外からも視察や収穫体験などを目的にたくさんのお客さん
が来ます。韓国と険悪な関係が続いていたときも視察もありまし
たしお友達も来てくれました。ハワイからも来る人もいますし、
香港の皆さんは収穫体験をして帰りました。
　それから、目標 11「住み続けられるまちづくりを」。農村は高
齢者比率が半端ないです。高齢者政策が先行しがちですけれど
も、今、農村で 4 人の子どもを育てていて、本当に幸せです。
子どもたちの場所がいっぱいあって、安心な食べ物があって、
遊ぶ場所があります。だから、子育て世代を増やしたいなという
思いから取り組みには力を入れています。うちの田畑で託児所
や幼稚園のような取り組みを実施し、その結果、友人が事業所
を立ち上げ、事業化に至りました。
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がかなりこだわっているところなので、少し詳しく説明します。
農村部は自然エネルギー、再生可能なエネルギーに最も適して
いる場所です。農地で農産物も電気も作る「ソーラーシェアリン
グ」は、日本で生まれたアイデアです。南阿蘇の景観を守るラ
ンドスケープ農家を謳っており、景観とのバランスに関して答え
が見出せていないので、まだ導入に踏み切れないでいますが、
私たちの農場でも小規模ではありますが導入を考えています。

　それからRE100 を目指した取り組みとしてバイオディーゼルの
使用があります。農作業に必要なトラクターとかコンバインは軽
油を使います。多くの CO2 を排出している意識がずっとあり、昨
年 4 月に植物油をベースにした燃料「バイオディーゼル」に切
り替えました。使用済みの天ぷら油を軽油の代替燃料にしたも
ので、植物油ベースなので（実質的に）CO2 は出ません。その
他にも小水力発電、小型風力など、小さな農場ができることを
実現していけたらなと思っています。小水力発電に関しては水路
の流量や落差を測っている段階です。
　目標 9「産業と技術革新の基盤をつくろう」ですね。水田セ
ンサーのプロモーションに協力しましたが、うちの農場では本格
的には導入していません。けれども、女性農家仲間のアイデア
で誕生した「雑草ふみふみ」という機械など、農業の IT 化だけ
でなく、日本ならではのアイデアを技術革新の基盤として活かし
ています。
目標 10「人や国の不平等をなくそう」に関しては、うちの農場
は国外からも視察や収穫体験などを目的にたくさんのお客さん
が来ます。韓国と険悪な関係が続いていたときも視察もありまし
たしお友達も来てくれました。ハワイからも来る人もいますし、
香港の皆さんは収穫体験をして帰りました。
　それから、目標 11「住み続けられるまちづくりを」。農村は高
齢者比率が半端ないです。高齢者政策が先行しがちですけれど
も、今、農村で 4 人の子どもを育てていて、本当に幸せです。
子どもたちの場所がいっぱいあって、安心な食べ物があって、
遊ぶ場所があります。だから、子育て世代を増やしたいなという
思いから取り組みには力を入れています。うちの田畑で託児所
や幼稚園のような取り組みを実施し、その結果、友人が事業所
を立ち上げ、事業化に至りました。

　それから、地産地消カフェもオープンしました。写真にあるの
は、ミニトマトと小松菜のショートケーキです。そんなこともやっ
ています。
　18 年間の取り組みの中で、唯一の私の自慢というか、社会貢
献したなと思っていることが、私たちを頼って15 人の移住者が
まず来てくれたことです。「おいでよ」といったら来たみたいな
感じなんですけど、それが皆さん結婚して子どもを産んで、数え
てみたら熊本県の人口が 37 人増えていたことです。
　目標 12「つくる責任・つかう責任」。うちは産直農家で、作っ
たお米は全量、お客さまに直接お届けしています。なので、生
産者と消費者との直接の交流があって、サプライチェーンという
意味では本当に顔が見えます。誰が作っていて、誰が食べてい
るかどちらも分かる関係を築き上げています。
　目標 13「気候変動に具体的な対策を」。気候変動に対しては、
農薬を減らしたり、化石燃料を減らしたりしているので具体的に
取り組めています。圃場の生態系調査もしていますし、それを住
民参加型で田んぼの学校という形で実施しています。
　RE100に向けても、やれることを一つ一つやっている最中です。
目標 14「海の豊かさを守ろう」については、「この先、海です」
という啓蒙プロジェクトをしました。阿蘇は九州のど真ん中にあ
り、九州 6河川の水源です。水を汚すわけにはいかないという
ことで、道路脇の排水溝に『この先、海です。』と書いて、排水
溝が海につながっている意識を持ってもらうための取り組みで
す。加えて、目標 15 の「陸の豊かさも守ろう」に向けて、山の
管理も子どもたちと一緒にやっています。田んぼや水路には準
絶滅危惧種がたくさんいます。それらを守る意識を高め、阿蘇
といえば野焼き。野焼きは焼き畑と間違えられることもあるので
すが、枯れたススキ野原を焼くことで、発芽などを促しています。
地中の熱が上がらないので、地中の根や卵が死滅せず、生物多
様性の保全に寄与をしています。

　目標 16「平和と公正をすべての人に」も、おいしいものをお
腹いっぱい食べられたら、人間は平和で公正であろうと考えます。
そんなところで、だいぶこじつけもあるなと思いつつも、最後の
目標 17「パートナーシップで目標を達成しよう」です。これだけ
どうしても言いたいと思っているのが、本当にいろんな方にご協
力いただいたり、アドバイスいただいたりしているのですが、去
年『耕す女（著：NPO法人田舎のヒロインズ）』という本を出
版しました。
　この本の表紙を描いてくださったのは、農林水産省の農業女
子プロジェクトの生みの親というか、それが発足したときの農林
水産省の課長であった榊さんという方なんですが、今、彼は難
病を患われています。そんな中、目の動きで入力できるツール
を使って、南阿蘇の風景を絵にしていただいたものが『耕す女』
の表紙です。
　それから、ドコモアグリガールさんとすごく仲良くさせていた
だいており、うちのNPOが一緒に活動しております。熊本地震
で被災したとき、農業と観光の両方合わせて復活、復興させよ
うということで、レストランバスを招致して、農村は宝という宣
言を日本語と英語で世界に流しました。あと、先ほどの話の続
きですが、農業後継者の不足が深刻で、婚活イベントもNPOと
して行いまして、なんと8組中 2組がゴールイン。今日ここに来
る途中、2人目のベビーが生まれた報告を受けました。これも
貢献していますね。
　時間が来ましたので、これぐらいにしたいと思います。今日の
話は、17 のゴールというよりも、私たちが小さい家族経営の農
家ながらにやっていることが、皆さんの何かのヒントになったり、
こんな農家のおばちゃんいたなと記憶に残ったりすればいいか
なと思い終わりにしたいと思います。ご静聴ありがとうございま
した。

トークセッション _2 ／ 小さな家族経営農家の飽くなき挑戦 ～ RE100 農家を目指して～
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トークセッション_2 ／ chiQ（チキュウ）が手がけるサステナブル・イノベーション

　はじめまして菊池と申します。今日は、いきものカンパニーの
代表で、chiQ というインキュベーターをやっている立場でお話
しをさせていただきます。「サステナブル×グロース」のプロジェ
クトをたくさん生み出すインキュベーターを、この秋からはじめ
ました。
　インキュベーターは、聞き慣れない言葉だと思います。基本
的に大学の研究を事業化する、あるいは新しいプロジェクトを生
むための孵化器という意味で使われている言葉です。実際にい
ろんなプロジェクトやアクションを生み出し、各企業と一緒の場
合や単独の場合などあるのですが、「サステナブル ×グロース」
のキーワードに、持続可能と事業やプロジェクトの成長を両立す
る事業を世に広げたいと思っています。
　今日のテーマは食農ですが、もしかしたら私の別の顔のほう
が、皆さんご存じかもしれません。プラネット・テーブルという
会社の創業者でもあります。SEND というサービスを作った人間
です。どんなサービスかというと、5,500 の中小零細の農家と
7,500 件を超える首都圏の個店レストランを直接つなぐサービス
です。
　2019 年の 5 月が創業 5 周年で、サービスローンチから 4 年
弱がすぎて、会社は比較的大きく成長し安定もしました。そのタ
イミングで、同じような取り組みをどんどんもっと増やしたいと思
い、インキュベーターを主たる活動にしました。
　SEND をなぜはじめたかといえば、私の母の出身地が山形の
中山間地域、真室川という秋田県の県境近い地域で、そこは「過
疎 oｆ過疎」とでも表現したいところなのです。庄内地域が大豊
作でも、真室川は大冷害みたいなこともある場所で、私の母は
家を継ぎたくなくて故郷から出てきた世代です。
　あるとき、祖母から私に電話がかかってきました。当時はちょ
うど先ほど河口先生がご紹介されていた投資ファンドの世界で働
いていました。世界的には農地への投資や ESG 投資が随分昔
から行われていたのですが、日本では誰も見向きもしない状況
でした。祖母に呼ばれて母の田舎に行ったら、中山間地域は見
事なまでに寂れていました。
　それから1年半、東京から週末に通って農業をやってみました。
結論としては、農業自体が問題ではなくて流通構造に問題があ
ると感じました。流通構造は農家にはどうすることもできない部
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分だとは思いましたが、この流通構造を変えてから母方の家業
を継ごうと思いました。今のところ母方の家業は親戚が維持して
くれているので、流通構造の改革を自分のミッションとしました。
　SEND のサービスを作り上げて、農産物の販売や生産者の所
得アップを、流通をしっかりつなげることで達成しました。通常
流通ロス率は 15%ぐらいあるのですが、SENDで 0.8%以下まで
下げました。流通ロスを下げることで生産者の所得は上がります。
　流通構造改革の基本設計がある程度できた自負があった一方
で、生産者とか田舎がそれだけで食べていけるほどには儲かっ
ていくようにはなりませんでした。原因を探ってみると、収入サ
イドだけ見ても駄目だと気付きました。支出サイドというかコス
トを見る必要があると思い至りました。ずっと生産者と一緒に仕
事をしてきた中で知ったのですが、肥料も飼料も資材も全部海
外から買っているんです。軽油もガソリンも、つまり電気・ガスも、
全部海外から買っています。結局、稼いだお金を外に払ってい
るんです。そこで地域にもっと使える資源があるのではないかと
考えはじめました。
　作った野菜の地産地消よりも前段階で、資源の地産地消もあ
り得るのではないかということに向き合って、かれこれ約 2 年半
になります。実際にいろいろ見てみると、地域には水も、種も、
落ち葉も、木材もあります。それ以外にも、例えば川の流れが
土地に栄養や土砂をもたらしたり、逆に山があることで土砂防災
ができていたり、虫が花粉媒介を担ってくれたりといろんな調整
サービスを受けています。
　大事なのは基盤ですね。そこで農業ができるのは、作物を育
てるのに適した土地だからであり、そこに生物多様性があるから
です。伝統野菜なんか典型ですよね。そういう基盤というサー
ビスを受けている。さらにもう一つ、実は景観もあります。景観
は文化的なサービスです。美観は私たちのデザイン能力であっ
たり、アーティスティックな能力にも影響を与えてくれます。
　今話した資源の有効活用は、すごく農家にとって大事なことで
はないでしょうか。農家は自分たちの周囲にどれだけの資源が
眠っているか、ちゃんと見ていません。資材をホームセンターや
JA から買って使っています。これでは何も解決しません。有効
な資源の使い方を構築するため、まずは現状を分解して、効率
よく環境への負荷も少なく、結果としてコストが下がるようなや
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り方があるのではないかということを生産者と一緒に探ってきま
した。コストを見直すことで所得がアップするので、うまくいっ
た事例もありました。
　いろいろやってきましたが、これは何て呼ばれているかという
と、先ほど先生がたの会話にあった「生態系サービス」そのも
のですよね。私がいった「供給サービス」「調整サービス」「基
盤サービス」「文化サービス」はすべて生態系からのサービス
です。このサービスに私たちは対価を払っていますか？
　生態系サービスという「サービス」を安定的に受けるには、
私たちは対価を払わなければいけないのに、奪ってばっかりじゃ
ないかというのが私の問いです。生物多様性は生態系サービス
の基盤だと思っています。生物多様性は都市部にある企業から
すると遠い世界の話です。彼らからすれば、なぜそれをやらなく
てはいけないのか理解できない。生態系サービスという言葉自
体、聞き慣れていません。
　でも、「必要な原材料の調達コストが上がるビジネスリスクを
考えてください」と言い換えると意外に分かると思います。企業
にとっても農家にとっても、生態系サービスが失われることによっ
て、コスト増あるいは事業のリスクが発生します。そんな事実と
しっかり向き合いませんかというのが私の仕事です。
　これを二つの観点で行っています。一つは、リバースエンジ
ニアリングという言い方をしています。今ある自社の製品やサー
ビスを全部分解する、資源やエネルギーを使っている場も、そ
ういったものも 1 回、全部ばらすということをやっています。ば
らしたうえで、入れ替えられるものは入れ替える。完全である必
要はないので、一個一個進めていくというやり方をしています。
　二つ目は、あまり聞き慣れないかもしれませんけど「デザイン・
ディスコース」という考え方があります。これは、イタリアの経
営学者、ロベルト・ベルガンティが提唱した考え方ですが、今
の市場ニーズに対して受けると思われるデザインをするのでは
なくて、これからこんなことができるよ、あんなことができるよ、
こうなったらいいじゃないというものを、プロトタイプで見せて
いきながらエデュケートしましょうということです。
　例えば 4L というプロジェクトがあります。「Lecture」
「Learning」「Library」「Laboratory」という四つの L と「for 
Living things」をかけて「生き物のための学びの場」というプ

ロジェクトを始めています。企業の中には生態系とは何のことな
のか、リバースエンジニアリングは、どうやってやるのかといっ
た話があるので、まずは学ぶところから進めていきます。学んだ
後に自分たちの事業やサービスを当て込んで分解して考える。
　イギリスの会社と仕事をしているのですが、世界ではグリーン・
モンスターが問題になっています。この「グリーン・モンスター」
とは日本から持ち込まれて欧米で大繁殖している葛やツタといっ
た植物のことです。繁殖力が強い植物で、少し放置していると緑
だらけになるので、グリーンモンスターと呼ばれています。成長
力の速い葛やツタ、あるいは竹もそうですが、いわゆる迷惑と
されているモンスター作物は、実はすごく再生可能というか、自
分たちが消費する以上のペースで増殖してくれる有用資材だとさ
れています。こういった植物を邪険に扱うのではなく、うまく活
用するプロジェクトにも取り組んでいます。そのほかにも、私は
木が大好きなんですが、建物を壊して出る廃材を海の中に沈め
て岩礁にする取り組みも進めています。狙いは窒素固定です。
　今年の 4 月に「ロギング・ザ・ワールド」というプロジェクト
をはじめます。野生動物に小型の記録計（データロガー）を取
り付け、自然環境の中で動物がどんな行動を取っているのか調
査する「バイオロギング」は皆さんご存じだと思いますが、企
業や自治体が何か環境にいいことをやろうと思っても、計測デー
タや映像が不足しています。その解決策として本プロジェクトを
企業と一緒にやっています。
　企業や起業家と話をしていると、CSR や広告を超えたいと言
われます。本業の事業に意味のある具体的なプロジェクトやアク
ションをやりたいと。私は日本中のいろんなプロジェクトを飛び
回っています。アントレプレナーシップを忘れず、企業と一緒に
生物とか生態系について勉強しながら新しいものを生み出して
いけたらなと思っております。本日はありがとうございました。
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ると感じました。流通構造は農家にはどうすることもできない部
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分だとは思いましたが、この流通構造を変えてから母方の家業
を継ごうと思いました。今のところ母方の家業は親戚が維持して
くれているので、流通構造の改革を自分のミッションとしました。
　SEND のサービスを作り上げて、農産物の販売や生産者の所
得アップを、流通をしっかりつなげることで達成しました。通常
流通ロス率は 15%ぐらいあるのですが、SENDで 0.8%以下まで
下げました。流通ロスを下げることで生産者の所得は上がります。
　流通構造改革の基本設計がある程度できた自負があった一方
で、生産者とか田舎がそれだけで食べていけるほどには儲かっ
ていくようにはなりませんでした。原因を探ってみると、収入サ
イドだけ見ても駄目だと気付きました。支出サイドというかコス
トを見る必要があると思い至りました。ずっと生産者と一緒に仕
事をしてきた中で知ったのですが、肥料も飼料も資材も全部海
外から買っているんです。軽油もガソリンも、つまり電気・ガスも、
全部海外から買っています。結局、稼いだお金を外に払ってい
るんです。そこで地域にもっと使える資源があるのではないかと
考えはじめました。
　作った野菜の地産地消よりも前段階で、資源の地産地消もあ
り得るのではないかということに向き合って、かれこれ約 2 年半
になります。実際にいろいろ見てみると、地域には水も、種も、
落ち葉も、木材もあります。それ以外にも、例えば川の流れが
土地に栄養や土砂をもたらしたり、逆に山があることで土砂防災
ができていたり、虫が花粉媒介を担ってくれたりといろんな調整
サービスを受けています。
　大事なのは基盤ですね。そこで農業ができるのは、作物を育
てるのに適した土地だからであり、そこに生物多様性があるから
です。伝統野菜なんか典型ですよね。そういう基盤というサー
ビスを受けている。さらにもう一つ、実は景観もあります。景観
は文化的なサービスです。美観は私たちのデザイン能力であっ
たり、アーティスティックな能力にも影響を与えてくれます。
　今話した資源の有効活用は、すごく農家にとって大事なことで
はないでしょうか。農家は自分たちの周囲にどれだけの資源が
眠っているか、ちゃんと見ていません。資材をホームセンターや
JA から買って使っています。これでは何も解決しません。有効
な資源の使い方を構築するため、まずは現状を分解して、効率
よく環境への負荷も少なく、結果としてコストが下がるようなや

chiQ（チキュウ）が手がける
サステナブル・イノベーション

り方があるのではないかということを生産者と一緒に探ってきま
した。コストを見直すことで所得がアップするので、うまくいっ
た事例もありました。
　いろいろやってきましたが、これは何て呼ばれているかという
と、先ほど先生がたの会話にあった「生態系サービス」そのも
のですよね。私がいった「供給サービス」「調整サービス」「基
盤サービス」「文化サービス」はすべて生態系からのサービス
です。このサービスに私たちは対価を払っていますか？
　生態系サービスという「サービス」を安定的に受けるには、
私たちは対価を払わなければいけないのに、奪ってばっかりじゃ
ないかというのが私の問いです。生物多様性は生態系サービス
の基盤だと思っています。生物多様性は都市部にある企業から
すると遠い世界の話です。彼らからすれば、なぜそれをやらなく
てはいけないのか理解できない。生態系サービスという言葉自
体、聞き慣れていません。
　でも、「必要な原材料の調達コストが上がるビジネスリスクを
考えてください」と言い換えると意外に分かると思います。企業
にとっても農家にとっても、生態系サービスが失われることによっ
て、コスト増あるいは事業のリスクが発生します。そんな事実と
しっかり向き合いませんかというのが私の仕事です。
　これを二つの観点で行っています。一つは、リバースエンジ
ニアリングという言い方をしています。今ある自社の製品やサー
ビスを全部分解する、資源やエネルギーを使っている場も、そ
ういったものも 1 回、全部ばらすということをやっています。ば
らしたうえで、入れ替えられるものは入れ替える。完全である必
要はないので、一個一個進めていくというやり方をしています。
　二つ目は、あまり聞き慣れないかもしれませんけど「デザイン・
ディスコース」という考え方があります。これは、イタリアの経
営学者、ロベルト・ベルガンティが提唱した考え方ですが、今
の市場ニーズに対して受けると思われるデザインをするのでは
なくて、これからこんなことができるよ、あんなことができるよ、
こうなったらいいじゃないというものを、プロトタイプで見せて
いきながらエデュケートしましょうということです。
　例えば 4L というプロジェクトがあります。「Lecture」
「Learning」「Library」「Laboratory」という四つの L と「for 
Living things」をかけて「生き物のための学びの場」というプ

ロジェクトを始めています。企業の中には生態系とは何のことな
のか、リバースエンジニアリングは、どうやってやるのかといっ
た話があるので、まずは学ぶところから進めていきます。学んだ
後に自分たちの事業やサービスを当て込んで分解して考える。
　イギリスの会社と仕事をしているのですが、世界ではグリーン・
モンスターが問題になっています。この「グリーン・モンスター」
とは日本から持ち込まれて欧米で大繁殖している葛やツタといっ
た植物のことです。繁殖力が強い植物で、少し放置していると緑
だらけになるので、グリーンモンスターと呼ばれています。成長
力の速い葛やツタ、あるいは竹もそうですが、いわゆる迷惑と
されているモンスター作物は、実はすごく再生可能というか、自
分たちが消費する以上のペースで増殖してくれる有用資材だとさ
れています。こういった植物を邪険に扱うのではなく、うまく活
用するプロジェクトにも取り組んでいます。そのほかにも、私は
木が大好きなんですが、建物を壊して出る廃材を海の中に沈め
て岩礁にする取り組みも進めています。狙いは窒素固定です。
　今年の 4 月に「ロギング・ザ・ワールド」というプロジェクト
をはじめます。野生動物に小型の記録計（データロガー）を取
り付け、自然環境の中で動物がどんな行動を取っているのか調
査する「バイオロギング」は皆さんご存じだと思いますが、企
業や自治体が何か環境にいいことをやろうと思っても、計測デー
タや映像が不足しています。その解決策として本プロジェクトを
企業と一緒にやっています。
　企業や起業家と話をしていると、CSR や広告を超えたいと言
われます。本業の事業に意味のある具体的なプロジェクトやアク
ションをやりたいと。私は日本中のいろんなプロジェクトを飛び
回っています。アントレプレナーシップを忘れず、企業と一緒に
生物とか生態系について勉強しながら新しいものを生み出して
いけたらなと思っております。本日はありがとうございました。
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トークセッション_2 ／ ブロックチェーン技術が導くエシカル消費マーケット 

　鈴木と申します。先ほどあった大津 愛梨さんのプレゼンテー
ションみたいに、SDGs17 ゴールに対応して一個一個語っていっ
ても相当面白いんじゃないかと思っています。
事例紹介として、九州、宮崎県綾町で行っている実証実験が、
SDGs に関してはヒントになるのではないかと思ってお持ちいた
しました。稼げないと根付かないという SDGs のそもそもの課題
はありますが、国連が定めた開発目標です。国連の議決権のほ
とんどは南半球、特にアフリカに偏っています。アフリカの方々
が興味を持つ課題というのは間違いないんです。ただこれを先
進国である日本で、SDGs に絡めて根付かせていくためには、日
本の、先進国ならではの課題も解決しないといけない。その合
わせ技が必要です。今ここの視点が、なかなか企業の側には足
りていないと思っております。
　ご紹介するテクノロジーであるブロックチェーンは、いわゆる
仮想通貨で一世を風靡したあのブロックチェーンと同じですが、
今日はその通貨系の話では一切ありません。信頼を形成するた
めにブロックチェーン技術を活用する話です。
　「農業にもファン形成」がテーマになります。ジャニーズとか
パタゴニアさんとかには、ファンがいます。ファンがファンを育
ててくれて、推しのアーティストのためには、こういうふうに応援
するんですよとか、新しいグループをみんなに受け入れてほしい
という形で PR もしてくれたり、何なら物販まで協力してくれたり
する。ファンのコミュニティというのは、決して真ん中に企業が
いるわけではなくてファンが育てているということです。このファ
ンのコミュニティを農業に使っていかないと原資には限りがあり
ますから企業だけでは難しいですし、もちろん行政だけでも難し
いと思っています。
　ブロックチェーン技術というのは、Web 2.0 と Web 3.0 という
技術の合わせ技と言われております。2.0 で何が起きたかという
と、権威者、例えばですが、業界の専門家とか、大きなメディ
アとか、そういうところが一方的に情報発信する時代から 2.0 の
時代になって群衆の集合知に基づいて価値を見極めるように
なったと言われています。
　事例としては、例えば書評欄。新聞にもありました。それから
映画に関しても映画評論家なる存在がいました。そういうところ
ではなくて、Amazon の星の数を信じるとか、グルメガイドでは
なくて、食べログを見るといったような消費者が生まれてきている。
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この動きはもう変えられない、不可逆の流れかと思っています。
一方で2.0には弊害もつきまとっておりまして、レシピサイトで「離
乳食とハチミツ」でググると相当出てくると思います。ハチミツ
は 1 歳未満の赤ちゃんにリスクが高い食品、つまり本来食べさ
せてはいけないんです。しかし、リテラシーのない新しい親がこ
の情報を見ると、ハチミツで作った離乳食をわが子に与えてしま
い、被害者が生まれます。
　もちろん、フェイクニュースとかアドフラウドの問題もあって、
怪しい情報ですらインフルエンサーなる人が広めてしまうと、い
つしか事実であるかのように誤認されてしまいます。これが
Web 2.0 の弊害と言われているものです。大きく捉えると、そこ
には「信頼」をどこから得るべきなのかという点に議論が集中し
ていきます。
　一方で人々の価値観も多様化しております。有名な業界人の「ビ
オワインというのはまずいのがほとんど」「完全にコストに見合っ
ていない」「まずい言い訳にビオとか無農薬を使っているケース
がほとんどである」「うまくてリーズナブルなワインなら、ビオとい
う必要がないから」「SDGs とかいっているやつはインチキ臭い」
となります。これはメディアも悪いと思うんですが、原因はマスマー
ケット、マスコミュニケーションを通して日本というのはこの価値
観、この物差しで評価すればいいんだといったことが植え付けら
れてしまっているが故に、例えば食品はおいしければいい、健康
であればいいとか、体にいいものが最高だとか言っています。
　でもこれは、必ずしも SDGs に当てはまるわけではなく、例え
ば地域経済圏の自立のために地産地消をするとか、生態系保全、
特に土の中の微生物叢まで意識して、環境を汚さないものが一
番であるという価値観もあります。極論すれば、おいしくなくて
も良いんだという発想もあり得るはずです。有機栽培や無農薬
農業も支持する人はいるはずなんです。つまり、どんどん人間の
価値観が多様化していく中にあって、かつての 20 世紀型の物差
し、特に一つの基準でしかものを判断しないというのは非常に
危険です。しかし、こういったマスマーケティング向きのインフ
ルエンサーというのは、引き続き企業にとっては重宝されるでしょ
うから、ここを変えていくのは難しいかもしれないと思います。
　一方で、ニッチな生物多様性を意識する。そういった消費者
を育てていくことはできるはずですし、そこには必ずしもマスメ
ディアやマスコミュニケーションを必要としないやり方があるの

ブロックチェーン技術が導く
エシカル消費マーケット 鈴木　淳一 氏
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ではないかと思っています。近くにおいしいコーヒー屋さんがあ
るけれども、みんなスターバックスに行く。それはみんながみん
な、あの苦いコーヒーが好きなわけではなくて、スターバックス
が学歴のない従業員の学費補助をしているとか、児童労働をな
くすためにとか、そういうことがあるからこそ、2割高いコーヒー
屋に行くわけです。
　スターバックスは、日本語でもたくさん出てきますけれども、
海外を含めると相当な数のファンコミュニティが立ち上がってい
ます。しかしながら一つも、スターバックス本体が旗を振ってい
るファンクラブはないんです。全部有志が集まって自発的に生ま
れてきて、ファンコミュニティを形成しています。
　日本で売られている家電品、消費材全般は、ほとんどがスペッ
クによって価格が決まっていきます。ディスプレイを例にとれば、
解像度とか黒表現が美しいとか、ベゼル幅が小さくなったとか、
反応速度だったり、端子数だったり。こういうスペックによって、
何万円ですという形で決まり、この価格は正当でございますと
言っています。
　一方で、エシカル消費が根付いているUKを中心に、ヨーロッ
パでは何をやっているかというと、エコに廃棄できるモニターで

すと。次にこの製造工程において、従業員はどのような就業時
間でありましたと。これが明確にされて初めてスペックが出てく
るわけです。こういったことをリテラシーとして消費者にどこまで
植え付けていくかが、相当カギになってくると思います。
　やはり大事なのは消費者の多様な価値観です。当然、安くて
たくさん機能があるものが良いという価値観はマスマーケットと
しては存在し続けると思いますが、日本ほどその比率が高い市
場というのも珍しいのではないかと思っております。「自然生態
系を守りたい」とか、「児童虐待を減らしたい」とか、「動物の
厚生に絶対に支持する」とか、もっと個別の価値観に基づいた
ニッチな市場というものが生まれてくる。これを妨げないような
工夫が必要なのかなと思っています。
　マスマーケティングを中心とした情報流というのは、中央管理
によって成り立っていました。消費者との情報接触手段というの
がマスに適していたからです。図の左側のイメージです。真ん中
に王様のように君臨し、そこから一方方向に情報が出される放射
状のものだった。今後はニッチ市場において協力者を得るため
には、横断型、ボーダーレス型になっていく必要があるでしょう。

出所：登壇者講演資料

してあげました。参加した人たちで、すごろくでレベル 1から入っ
ていってくださいねと。この SDGs サマースクールと名付けたイ
ベントですけれども、支援してくれたのはジュネーブ大学です。
当時、世界でも珍しい SDGs 学という学位を用意している大学の
先生がたと一緒に、将来ジュネーブ大学に入ってくれるような社
会貢献意欲のある人を育てたいという目的で PoC（Proof of 
Concept：概念実証）をしました。
　日本も間もなく、センター試験がなくなりますが、そうすると
推薦状入試が主流になってきます。推薦状というのは、ほぼ 3
通作られます。文部科学省が定めたカリキュラムに基づいて、
内申書を元に先生が書く教員推薦状がその一つですが、一方で
課外学習の実績とかボランティアの実績が必要になってきます。
当然、日本ですからいろんな教育団体が、いい名前の付いたサ
マースクールを開くのですが、ジュネーブ大学からは、目的と手
段の関連性をしっかり示した学習履歴が必要であると言われてい
ます。
　貧困をなくそう、難民問題を解決したい。だから僕は外交官
になるんだ。そのために英語をやってきましたという人と、英語
ができるようになりたいから、僕は英語をやってきましたとは違
うのではないかという根本的な疑問です。義手や義足を作って、
ディスエーブルという概念をなくしたいんだ。だから物理を頑張っ
たんだという人の、物理に対する学習意欲と、理系のほうが稼

げるから僕は物理をやりましたという人とは、ちょっと違いますよ
ね。このように学習というのはあくまで手段であって、どんな目
的の下にその学習に取り組んだのかを証明する、そういったこと
をやれないかということで、サマースクールで小中学生たちと一
緒にやりました。いまは同窓会コミュニティも開かれています。
　世界を見渡すと本当に多様な価値観があって、○○大統領万
歳みたいな価値観ですら倫理的と考えられてしまっています。国
や地域ごとに価値観が違うということを前提とした戦術が必要に
なってきます。Web 3.0というのは、Web 2.0 の弊害を排除可能
な技術になります。群衆の集合知に基づいて価値を見極めます
が、そこにはインフレリスクがありました。
　Web 3.0 を象徴する技術であるブロックチューンを用いること
で、自分が信じている価値観、生き方、哲学でつながるコミュニティ
があれば、そこでの実績に応じて、相手の価値を見極めようとい
う動きができるようになるでしょう。有機 JAS は、20 世紀におけ
る価値観の指標ですけれども、これによって救われた人もいるん
ですが、一方で土付きの野菜が欲しい人もいます。けれども有機
JAS では判断できなかった。宮崎県綾町で行っているのは自然生
態系農業ですが、ここで作られた農作物を有機 JAS の基準で評
価すると値段が割に合わないんです。
　これを救うためにどうしたか。いろいろとマーケティングをや
りましたけれども、フードサプライチェーンにおける生産現場

での実績証明、流通の品質証明を行った結果、どんな人がそ
の野菜に飛びついたのかを全部マーケティングしてみました。
そうすると、そのレストラン、綾町野菜を扱ったレストランに来
たお客さんが同じ野菜を都内で扱っているところを探してくれ
た。代官山サラダさんにもあるらしいよという形で、レストラン
は何も言っていないのに、綾町野菜ファンコミュニティ DAO と
なり、どんどんお客さんが相互に行き来しだしました。
　こういうことは、今後起こるんじゃないかなと思っています。
昨年フランスで、日本人が作った日本産のワインですといって、
絶対おいしさでは評価されない場所を選んで実験をしてみたん
です。そうしたら、彼らはもうリテラシーがあるのでSDGsを分かっ
ていますので「僕は何番が一番大事だと思っている」みたいな
ことで、「生態系保全だったら 15 番」とか、「気候変動だったら
13 番」とか、それを支持する人が、実験用オフラインウォレット
を使って、自身のスマホにそのウォレットをかざしたことでエシ
カル消費を行ったという認証がされて、同じ SDGs を支持してい
る消費行動をした人しか入れない DAO コミュニティができてつ
ながっていくということを確認することができました。今、こうい
うことをやっております。ありがとうございました。

　図の真ん中にあるのが DAO（非中央集権型自律分配組織）
というものです。これは 2019 年に初めて登場しました。何かと
いうと、家族みたいな関係性、もしくは自分の一番親しい知人
などは実名の関係ですし、特に関係性が終わることを意識してい
ない、つまり長期的な関係です。一方で、20 世紀型の市場経済
は契約書に基づいていつまでに何を納品します。その契約書は
企業名でもいいですよと。つまり匿名で良かったわけです。
　そういった形は、短期的かつ匿名のコミュニケーションです。
これでいうと右にあるのが実名かつ長期的なコミュニケーション
です。この間にたつのが DAO であろうと言われています。ファ
ンクラブを意識していただくと分かるんですけれども、ユーザー
がユーザーを育てる。結果としてユーザーが売ってくれて、ユー
ザーが長期的関係を構築してくれて、ユーザーが自分で PR して
くれる。こういうループが生まれてくるということにつながってい
く。これからは、CRM（Customer Relationship Management）
という世界から、CEM（Customer Engagement  Management）
という世界に変わっていくことになるのかなと思っています。E と
いうのはエンゲージメントを表します。
　これは農業ではないのですが、例えば DAO の事例では、教
育分野に適用した実証実験ですが、瀬戸内で去年サマースクー
ルをやりました。岡山県と広島県を舞台に 2 回やりました。小
中学生向けにすごろくみたいな UX（User Experience）を用意
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トークセッション_2 ／ ブロックチェーン技術が導くエシカル消費マーケット 

　鈴木と申します。先ほどあった大津 愛梨さんのプレゼンテー
ションみたいに、SDGs17 ゴールに対応して一個一個語っていっ
ても相当面白いんじゃないかと思っています。
事例紹介として、九州、宮崎県綾町で行っている実証実験が、
SDGs に関してはヒントになるのではないかと思ってお持ちいた
しました。稼げないと根付かないという SDGs のそもそもの課題
はありますが、国連が定めた開発目標です。国連の議決権のほ
とんどは南半球、特にアフリカに偏っています。アフリカの方々
が興味を持つ課題というのは間違いないんです。ただこれを先
進国である日本で、SDGs に絡めて根付かせていくためには、日
本の、先進国ならではの課題も解決しないといけない。その合
わせ技が必要です。今ここの視点が、なかなか企業の側には足
りていないと思っております。
　ご紹介するテクノロジーであるブロックチェーンは、いわゆる
仮想通貨で一世を風靡したあのブロックチェーンと同じですが、
今日はその通貨系の話では一切ありません。信頼を形成するた
めにブロックチェーン技術を活用する話です。
　「農業にもファン形成」がテーマになります。ジャニーズとか
パタゴニアさんとかには、ファンがいます。ファンがファンを育
ててくれて、推しのアーティストのためには、こういうふうに応援
するんですよとか、新しいグループをみんなに受け入れてほしい
という形で PR もしてくれたり、何なら物販まで協力してくれたり
する。ファンのコミュニティというのは、決して真ん中に企業が
いるわけではなくてファンが育てているということです。このファ
ンのコミュニティを農業に使っていかないと原資には限りがあり
ますから企業だけでは難しいですし、もちろん行政だけでも難し
いと思っています。
　ブロックチェーン技術というのは、Web 2.0 と Web 3.0 という
技術の合わせ技と言われております。2.0 で何が起きたかという
と、権威者、例えばですが、業界の専門家とか、大きなメディ
アとか、そういうところが一方的に情報発信する時代から 2.0 の
時代になって群衆の集合知に基づいて価値を見極めるように
なったと言われています。
　事例としては、例えば書評欄。新聞にもありました。それから
映画に関しても映画評論家なる存在がいました。そういうところ
ではなくて、Amazon の星の数を信じるとか、グルメガイドでは
なくて、食べログを見るといったような消費者が生まれてきている。
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この動きはもう変えられない、不可逆の流れかと思っています。
一方で2.0には弊害もつきまとっておりまして、レシピサイトで「離
乳食とハチミツ」でググると相当出てくると思います。ハチミツ
は 1 歳未満の赤ちゃんにリスクが高い食品、つまり本来食べさ
せてはいけないんです。しかし、リテラシーのない新しい親がこ
の情報を見ると、ハチミツで作った離乳食をわが子に与えてしま
い、被害者が生まれます。
　もちろん、フェイクニュースとかアドフラウドの問題もあって、
怪しい情報ですらインフルエンサーなる人が広めてしまうと、い
つしか事実であるかのように誤認されてしまいます。これが
Web 2.0 の弊害と言われているものです。大きく捉えると、そこ
には「信頼」をどこから得るべきなのかという点に議論が集中し
ていきます。
　一方で人々の価値観も多様化しております。有名な業界人の「ビ
オワインというのはまずいのがほとんど」「完全にコストに見合っ
ていない」「まずい言い訳にビオとか無農薬を使っているケース
がほとんどである」「うまくてリーズナブルなワインなら、ビオとい
う必要がないから」「SDGs とかいっているやつはインチキ臭い」
となります。これはメディアも悪いと思うんですが、原因はマスマー
ケット、マスコミュニケーションを通して日本というのはこの価値
観、この物差しで評価すればいいんだといったことが植え付けら
れてしまっているが故に、例えば食品はおいしければいい、健康
であればいいとか、体にいいものが最高だとか言っています。
　でもこれは、必ずしも SDGs に当てはまるわけではなく、例え
ば地域経済圏の自立のために地産地消をするとか、生態系保全、
特に土の中の微生物叢まで意識して、環境を汚さないものが一
番であるという価値観もあります。極論すれば、おいしくなくて
も良いんだという発想もあり得るはずです。有機栽培や無農薬
農業も支持する人はいるはずなんです。つまり、どんどん人間の
価値観が多様化していく中にあって、かつての 20 世紀型の物差
し、特に一つの基準でしかものを判断しないというのは非常に
危険です。しかし、こういったマスマーケティング向きのインフ
ルエンサーというのは、引き続き企業にとっては重宝されるでしょ
うから、ここを変えていくのは難しいかもしれないと思います。
　一方で、ニッチな生物多様性を意識する。そういった消費者
を育てていくことはできるはずですし、そこには必ずしもマスメ
ディアやマスコミュニケーションを必要としないやり方があるの
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ではないかと思っています。近くにおいしいコーヒー屋さんがあ
るけれども、みんなスターバックスに行く。それはみんながみん
な、あの苦いコーヒーが好きなわけではなくて、スターバックス
が学歴のない従業員の学費補助をしているとか、児童労働をな
くすためにとか、そういうことがあるからこそ、2割高いコーヒー
屋に行くわけです。
　スターバックスは、日本語でもたくさん出てきますけれども、
海外を含めると相当な数のファンコミュニティが立ち上がってい
ます。しかしながら一つも、スターバックス本体が旗を振ってい
るファンクラブはないんです。全部有志が集まって自発的に生ま
れてきて、ファンコミュニティを形成しています。
　日本で売られている家電品、消費材全般は、ほとんどがスペッ
クによって価格が決まっていきます。ディスプレイを例にとれば、
解像度とか黒表現が美しいとか、ベゼル幅が小さくなったとか、
反応速度だったり、端子数だったり。こういうスペックによって、
何万円ですという形で決まり、この価格は正当でございますと
言っています。
　一方で、エシカル消費が根付いているUKを中心に、ヨーロッ
パでは何をやっているかというと、エコに廃棄できるモニターで

すと。次にこの製造工程において、従業員はどのような就業時
間でありましたと。これが明確にされて初めてスペックが出てく
るわけです。こういったことをリテラシーとして消費者にどこまで
植え付けていくかが、相当カギになってくると思います。
　やはり大事なのは消費者の多様な価値観です。当然、安くて
たくさん機能があるものが良いという価値観はマスマーケットと
しては存在し続けると思いますが、日本ほどその比率が高い市
場というのも珍しいのではないかと思っております。「自然生態
系を守りたい」とか、「児童虐待を減らしたい」とか、「動物の
厚生に絶対に支持する」とか、もっと個別の価値観に基づいた
ニッチな市場というものが生まれてくる。これを妨げないような
工夫が必要なのかなと思っています。
　マスマーケティングを中心とした情報流というのは、中央管理
によって成り立っていました。消費者との情報接触手段というの
がマスに適していたからです。図の左側のイメージです。真ん中
に王様のように君臨し、そこから一方方向に情報が出される放射
状のものだった。今後はニッチ市場において協力者を得るため
には、横断型、ボーダーレス型になっていく必要があるでしょう。

出所：登壇者講演資料

してあげました。参加した人たちで、すごろくでレベル 1から入っ
ていってくださいねと。この SDGs サマースクールと名付けたイ
ベントですけれども、支援してくれたのはジュネーブ大学です。
当時、世界でも珍しい SDGs 学という学位を用意している大学の
先生がたと一緒に、将来ジュネーブ大学に入ってくれるような社
会貢献意欲のある人を育てたいという目的で PoC（Proof of 
Concept：概念実証）をしました。
　日本も間もなく、センター試験がなくなりますが、そうすると
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段の関連性をしっかり示した学習履歴が必要であると言われてい
ます。
　貧困をなくそう、難民問題を解決したい。だから僕は外交官
になるんだ。そのために英語をやってきましたという人と、英語
ができるようになりたいから、僕は英語をやってきましたとは違
うのではないかという根本的な疑問です。義手や義足を作って、
ディスエーブルという概念をなくしたいんだ。だから物理を頑張っ
たんだという人の、物理に対する学習意欲と、理系のほうが稼

げるから僕は物理をやりましたという人とは、ちょっと違いますよ
ね。このように学習というのはあくまで手段であって、どんな目
的の下にその学習に取り組んだのかを証明する、そういったこと
をやれないかということで、サマースクールで小中学生たちと一
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　世界を見渡すと本当に多様な価値観があって、○○大統領万
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があれば、そこでの実績に応じて、相手の価値を見極めようとい
う動きができるようになるでしょう。有機 JAS は、20 世紀におけ
る価値観の指標ですけれども、これによって救われた人もいるん
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りましたけれども、フードサプライチェーンにおける生産現場
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ケット、マスコミュニケーションを通して日本というのはこの価値
観、この物差しで評価すればいいんだといったことが植え付けら
れてしまっているが故に、例えば食品はおいしければいい、健康
であればいいとか、体にいいものが最高だとか言っています。
　でもこれは、必ずしも SDGs に当てはまるわけではなく、例え
ば地域経済圏の自立のために地産地消をするとか、生態系保全、
特に土の中の微生物叢まで意識して、環境を汚さないものが一
番であるという価値観もあります。極論すれば、おいしくなくて
も良いんだという発想もあり得るはずです。有機栽培や無農薬
農業も支持する人はいるはずなんです。つまり、どんどん人間の
価値観が多様化していく中にあって、かつての 20 世紀型の物差
し、特に一つの基準でしかものを判断しないというのは非常に
危険です。しかし、こういったマスマーケティング向きのインフ
ルエンサーというのは、引き続き企業にとっては重宝されるでしょ
うから、ここを変えていくのは難しいかもしれないと思います。
　一方で、ニッチな生物多様性を意識する。そういった消費者
を育てていくことはできるはずですし、そこには必ずしもマスメ
ディアやマスコミュニケーションを必要としないやり方があるの
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ではないかと思っています。近くにおいしいコーヒー屋さんがあ
るけれども、みんなスターバックスに行く。それはみんながみん
な、あの苦いコーヒーが好きなわけではなくて、スターバックス
が学歴のない従業員の学費補助をしているとか、児童労働をな
くすためにとか、そういうことがあるからこそ、2割高いコーヒー
屋に行くわけです。
　スターバックスは、日本語でもたくさん出てきますけれども、
海外を含めると相当な数のファンコミュニティが立ち上がってい
ます。しかしながら一つも、スターバックス本体が旗を振ってい
るファンクラブはないんです。全部有志が集まって自発的に生ま
れてきて、ファンコミュニティを形成しています。
　日本で売られている家電品、消費材全般は、ほとんどがスペッ
クによって価格が決まっていきます。ディスプレイを例にとれば、
解像度とか黒表現が美しいとか、ベゼル幅が小さくなったとか、
反応速度だったり、端子数だったり。こういうスペックによって、
何万円ですという形で決まり、この価格は正当でございますと
言っています。
　一方で、エシカル消費が根付いているUKを中心に、ヨーロッ
パでは何をやっているかというと、エコに廃棄できるモニターで

すと。次にこの製造工程において、従業員はどのような就業時
間でありましたと。これが明確にされて初めてスペックが出てく
るわけです。こういったことをリテラシーとして消費者にどこまで
植え付けていくかが、相当カギになってくると思います。
　やはり大事なのは消費者の多様な価値観です。当然、安くて
たくさん機能があるものが良いという価値観はマスマーケットと
しては存在し続けると思いますが、日本ほどその比率が高い市
場というのも珍しいのではないかと思っております。「自然生態
系を守りたい」とか、「児童虐待を減らしたい」とか、「動物の
厚生に絶対に支持する」とか、もっと個別の価値観に基づいた
ニッチな市場というものが生まれてくる。これを妨げないような
工夫が必要なのかなと思っています。
　マスマーケティングを中心とした情報流というのは、中央管理
によって成り立っていました。消費者との情報接触手段というの
がマスに適していたからです。図の左側のイメージです。真ん中
に王様のように君臨し、そこから一方方向に情報が出される放射
状のものだった。今後はニッチ市場において協力者を得るため
には、横断型、ボーダーレス型になっていく必要があるでしょう。

してあげました。参加した人たちで、すごろくでレベル 1から入っ
ていってくださいねと。この SDGs サマースクールと名付けたイ
ベントですけれども、支援してくれたのはジュネーブ大学です。
当時、世界でも珍しい SDGs 学という学位を用意している大学の
先生がたと一緒に、将来ジュネーブ大学に入ってくれるような社
会貢献意欲のある人を育てたいという目的で PoC（Proof of 
Concept：概念実証）をしました。
　日本も間もなく、センター試験がなくなりますが、そうすると
推薦状入試が主流になってきます。推薦状というのは、ほぼ 3
通作られます。文部科学省が定めたカリキュラムに基づいて、
内申書を元に先生が書く教員推薦状がその一つですが、一方で
課外学習の実績とかボランティアの実績が必要になってきます。
当然、日本ですからいろんな教育団体が、いい名前の付いたサ
マースクールを開くのですが、ジュネーブ大学からは、目的と手
段の関連性をしっかり示した学習履歴が必要であると言われてい
ます。
　貧困をなくそう、難民問題を解決したい。だから僕は外交官
になるんだ。そのために英語をやってきましたという人と、英語
ができるようになりたいから、僕は英語をやってきましたとは違
うのではないかという根本的な疑問です。義手や義足を作って、
ディスエーブルという概念をなくしたいんだ。だから物理を頑張っ
たんだという人の、物理に対する学習意欲と、理系のほうが稼

げるから僕は物理をやりましたという人とは、ちょっと違いますよ
ね。このように学習というのはあくまで手段であって、どんな目
的の下にその学習に取り組んだのかを証明する、そういったこと
をやれないかということで、サマースクールで小中学生たちと一
緒にやりました。いまは同窓会コミュニティも開かれています。
　世界を見渡すと本当に多様な価値観があって、○○大統領万
歳みたいな価値観ですら倫理的と考えられてしまっています。国
や地域ごとに価値観が違うということを前提とした戦術が必要に
なってきます。Web 3.0というのは、Web 2.0 の弊害を排除可能
な技術になります。群衆の集合知に基づいて価値を見極めます
が、そこにはインフレリスクがありました。
　Web 3.0 を象徴する技術であるブロックチューンを用いること
で、自分が信じている価値観、生き方、哲学でつながるコミュニティ
があれば、そこでの実績に応じて、相手の価値を見極めようとい
う動きができるようになるでしょう。有機 JAS は、20 世紀におけ
る価値観の指標ですけれども、これによって救われた人もいるん
ですが、一方で土付きの野菜が欲しい人もいます。けれども有機
JAS では判断できなかった。宮崎県綾町で行っているのは自然生
態系農業ですが、ここで作られた農作物を有機 JAS の基準で評
価すると値段が割に合わないんです。
　これを救うためにどうしたか。いろいろとマーケティングをや
りましたけれども、フードサプライチェーンにおける生産現場

での実績証明、流通の品質証明を行った結果、どんな人がそ
の野菜に飛びついたのかを全部マーケティングしてみました。
そうすると、そのレストラン、綾町野菜を扱ったレストランに来
たお客さんが同じ野菜を都内で扱っているところを探してくれ
た。代官山サラダさんにもあるらしいよという形で、レストラン
は何も言っていないのに、綾町野菜ファンコミュニティ DAO と
なり、どんどんお客さんが相互に行き来しだしました。
　こういうことは、今後起こるんじゃないかなと思っています。
昨年フランスで、日本人が作った日本産のワインですといって、
絶対おいしさでは評価されない場所を選んで実験をしてみたん
です。そうしたら、彼らはもうリテラシーがあるのでSDGsを分かっ
ていますので「僕は何番が一番大事だと思っている」みたいな
ことで、「生態系保全だったら 15 番」とか、「気候変動だったら
13 番」とか、それを支持する人が、実験用オフラインウォレット
を使って、自身のスマホにそのウォレットをかざしたことでエシ
カル消費を行ったという認証がされて、同じ SDGs を支持してい
る消費行動をした人しか入れない DAO コミュニティができてつ
ながっていくということを確認することができました。今、こうい
うことをやっております。ありがとうございました。

出所：登壇者講演資料 出所：登壇者講演資料

トークセッション_2 ／ ブロックチェーン技術が導くエシカル消費マーケット 
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となります。これはメディアも悪いと思うんですが、原因はマスマー
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観、この物差しで評価すればいいんだといったことが植え付けら
れてしまっているが故に、例えば食品はおいしければいい、健康
であればいいとか、体にいいものが最高だとか言っています。
　でもこれは、必ずしも SDGs に当てはまるわけではなく、例え
ば地域経済圏の自立のために地産地消をするとか、生態系保全、
特に土の中の微生物叢まで意識して、環境を汚さないものが一
番であるという価値観もあります。極論すれば、おいしくなくて
も良いんだという発想もあり得るはずです。有機栽培や無農薬
農業も支持する人はいるはずなんです。つまり、どんどん人間の
価値観が多様化していく中にあって、かつての 20 世紀型の物差
し、特に一つの基準でしかものを判断しないというのは非常に
危険です。しかし、こういったマスマーケティング向きのインフ
ルエンサーというのは、引き続き企業にとっては重宝されるでしょ
うから、ここを変えていくのは難しいかもしれないと思います。
　一方で、ニッチな生物多様性を意識する。そういった消費者
を育てていくことはできるはずですし、そこには必ずしもマスメ
ディアやマスコミュニケーションを必要としないやり方があるの
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ではないかと思っています。近くにおいしいコーヒー屋さんがあ
るけれども、みんなスターバックスに行く。それはみんながみん
な、あの苦いコーヒーが好きなわけではなくて、スターバックス
が学歴のない従業員の学費補助をしているとか、児童労働をな
くすためにとか、そういうことがあるからこそ、2割高いコーヒー
屋に行くわけです。
　スターバックスは、日本語でもたくさん出てきますけれども、
海外を含めると相当な数のファンコミュニティが立ち上がってい
ます。しかしながら一つも、スターバックス本体が旗を振ってい
るファンクラブはないんです。全部有志が集まって自発的に生ま
れてきて、ファンコミュニティを形成しています。
　日本で売られている家電品、消費材全般は、ほとんどがスペッ
クによって価格が決まっていきます。ディスプレイを例にとれば、
解像度とか黒表現が美しいとか、ベゼル幅が小さくなったとか、
反応速度だったり、端子数だったり。こういうスペックによって、
何万円ですという形で決まり、この価格は正当でございますと
言っています。
　一方で、エシカル消費が根付いているUKを中心に、ヨーロッ
パでは何をやっているかというと、エコに廃棄できるモニターで

すと。次にこの製造工程において、従業員はどのような就業時
間でありましたと。これが明確にされて初めてスペックが出てく
るわけです。こういったことをリテラシーとして消費者にどこまで
植え付けていくかが、相当カギになってくると思います。
　やはり大事なのは消費者の多様な価値観です。当然、安くて
たくさん機能があるものが良いという価値観はマスマーケットと
しては存在し続けると思いますが、日本ほどその比率が高い市
場というのも珍しいのではないかと思っております。「自然生態
系を守りたい」とか、「児童虐待を減らしたい」とか、「動物の
厚生に絶対に支持する」とか、もっと個別の価値観に基づいた
ニッチな市場というものが生まれてくる。これを妨げないような
工夫が必要なのかなと思っています。
　マスマーケティングを中心とした情報流というのは、中央管理
によって成り立っていました。消費者との情報接触手段というの
がマスに適していたからです。図の左側のイメージです。真ん中
に王様のように君臨し、そこから一方方向に情報が出される放射
状のものだった。今後はニッチ市場において協力者を得るため
には、横断型、ボーダーレス型になっていく必要があるでしょう。
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会貢献意欲のある人を育てたいという目的で PoC（Proof of 
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　日本も間もなく、センター試験がなくなりますが、そうすると
推薦状入試が主流になってきます。推薦状というのは、ほぼ 3
通作られます。文部科学省が定めたカリキュラムに基づいて、
内申書を元に先生が書く教員推薦状がその一つですが、一方で
課外学習の実績とかボランティアの実績が必要になってきます。
当然、日本ですからいろんな教育団体が、いい名前の付いたサ
マースクールを開くのですが、ジュネーブ大学からは、目的と手
段の関連性をしっかり示した学習履歴が必要であると言われてい
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　貧困をなくそう、難民問題を解決したい。だから僕は外交官
になるんだ。そのために英語をやってきましたという人と、英語
ができるようになりたいから、僕は英語をやってきましたとは違
うのではないかという根本的な疑問です。義手や義足を作って、
ディスエーブルという概念をなくしたいんだ。だから物理を頑張っ
たんだという人の、物理に対する学習意欲と、理系のほうが稼

げるから僕は物理をやりましたという人とは、ちょっと違いますよ
ね。このように学習というのはあくまで手段であって、どんな目
的の下にその学習に取り組んだのかを証明する、そういったこと
をやれないかということで、サマースクールで小中学生たちと一
緒にやりました。いまは同窓会コミュニティも開かれています。
　世界を見渡すと本当に多様な価値観があって、○○大統領万
歳みたいな価値観ですら倫理的と考えられてしまっています。国
や地域ごとに価値観が違うということを前提とした戦術が必要に
なってきます。Web 3.0というのは、Web 2.0 の弊害を排除可能
な技術になります。群衆の集合知に基づいて価値を見極めます
が、そこにはインフレリスクがありました。
　Web 3.0 を象徴する技術であるブロックチューンを用いること
で、自分が信じている価値観、生き方、哲学でつながるコミュニティ
があれば、そこでの実績に応じて、相手の価値を見極めようとい
う動きができるようになるでしょう。有機 JAS は、20 世紀におけ
る価値観の指標ですけれども、これによって救われた人もいるん
ですが、一方で土付きの野菜が欲しい人もいます。けれども有機
JAS では判断できなかった。宮崎県綾町で行っているのは自然生
態系農業ですが、ここで作られた農作物を有機 JAS の基準で評
価すると値段が割に合わないんです。
　これを救うためにどうしたか。いろいろとマーケティングをや
りましたけれども、フードサプライチェーンにおける生産現場

での実績証明、流通の品質証明を行った結果、どんな人がそ
の野菜に飛びついたのかを全部マーケティングしてみました。
そうすると、そのレストラン、綾町野菜を扱ったレストランに来
たお客さんが同じ野菜を都内で扱っているところを探してくれ
た。代官山サラダさんにもあるらしいよという形で、レストラン
は何も言っていないのに、綾町野菜ファンコミュニティ DAO と
なり、どんどんお客さんが相互に行き来しだしました。
　こういうことは、今後起こるんじゃないかなと思っています。
昨年フランスで、日本人が作った日本産のワインですといって、
絶対おいしさでは評価されない場所を選んで実験をしてみたん
です。そうしたら、彼らはもうリテラシーがあるのでSDGsを分かっ
ていますので「僕は何番が一番大事だと思っている」みたいな
ことで、「生態系保全だったら 15 番」とか、「気候変動だったら
13 番」とか、それを支持する人が、実験用オフラインウォレット
を使って、自身のスマホにそのウォレットをかざしたことでエシ
カル消費を行ったという認証がされて、同じ SDGs を支持してい
る消費行動をした人しか入れない DAO コミュニティができてつ
ながっていくということを確認することができました。今、こうい
うことをやっております。ありがとうございました。

出所：登壇者講演資料 出所：登壇者講演資料

トークセッション_2 ／ ブロックチェーン技術が導くエシカル消費マーケット 

　図の真ん中にあるのが DAO（非中央集権型自律分配組織）
というものです。これは 2019 年に初めて登場しました。何かと
いうと、家族みたいな関係性、もしくは自分の一番親しい知人
などは実名の関係ですし、特に関係性が終わることを意識してい
ない、つまり長期的な関係です。一方で、20 世紀型の市場経済
は契約書に基づいていつまでに何を納品します。その契約書は
企業名でもいいですよと。つまり匿名で良かったわけです。
　そういった形は、短期的かつ匿名のコミュニケーションです。
これでいうと右にあるのが実名かつ長期的なコミュニケーション
です。この間にたつのが DAO であろうと言われています。ファ
ンクラブを意識していただくと分かるんですけれども、ユーザー
がユーザーを育てる。結果としてユーザーが売ってくれて、ユー
ザーが長期的関係を構築してくれて、ユーザーが自分で PR して
くれる。こういうループが生まれてくるということにつながってい
く。これからは、CRM（Customer Relationship Management）
という世界から、CEM（Customer Engagement  Management）
という世界に変わっていくことになるのかなと思っています。E と
いうのはエンゲージメントを表します。
　これは農業ではないのですが、例えば DAO の事例では、教
育分野に適用した実証実験ですが、瀬戸内で去年サマースクー
ルをやりました。岡山県と広島県を舞台に 2 回やりました。小
中学生向けにすごろくみたいな UX（User Experience）を用意
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トークセッション

2

SDGs× 生物多様性 シンポジウム

但馬　それではトークセッション 2 をはじめます。最初に菊池さ
んのお話に耳を傾けましょう。

菊池　僕らもサステナブルという言葉は、多面的で、ぼやっとし
ているなあと思っています。ちょうど先ほど鈴木さんがお話しに
なったとおり、SDGs も同じですが、表現がぼやけていると分か
りにくいというのはあるのではないでしょうか。有機とかオーガ
ニックとか全部そうです。言葉は何か良さそうな響きを持ってい
ますが、ちゃんと理解していないとアクションが取れません。
だから、クリアにテーマを定めることは意識しています。
　例えば、「廃材を利用しましょう」と言われても、どういう世界
観で具体的に何をすればいいのか分かりますか。ビジョンとか
ミッションとかアクションとか表現していますが、それらを比較的
クリアにしていって、その先にいろんなものがつながっていけば
いいかなと。僕自身はいろんな、どちらかと言うと実務レベルの
人間なので、現場でやるときはなおさら具体的な動きをするよ
うにしています。

但馬　セッション 2 は「ビジネスリスクをチャンスに」をテーマ
に話しを進めていきたいと思っています。先ほどのトークセッショ

SDGs× 生物多様性  ビジネスリスクをチャンスへ

ン 1 で出てきたのが、まだまだ自分たちが体験できていないか
らこそ、縁遠くなっている生物多様性に関して、より身近なもの
にしていくにはどうすればいいんだろうかという焦点。そして、
価値をどう伝えていくのか。もう一つ話が出たのは、伝えるので
あればファン化していくのがいいのではないかといった意見。実
際にやられている皆さんからすれば、事業として見せていけば
いいのではと思っているかもしれません。ここから議論をどう進
めていきましょうか。

菊池　一ついいですか。広告業界にいる人に言っていいのか分
かりませんが、今までは載っている情報が多かったと思います。
実態とアピールにかい離があるというか。伝えるべき人ではな
い人に伝わっている、伝わり方がゆがんでいる気がします。加え
て触れておきたいのが、これからの時代大切なのは情報の透明
性だということ。インターネットの普及で情報が取得しやすくな
り、透明性を求められるようになりました。僕たちベンチャーも
情報の透明性には気を配っています。
　要するに、実態が伴っていないことに対して、「こんなの噓だ」
と消費者というか、情報の受信者はシビアに見ていると思ってい
ます。企業の CSR は砂漠に水をまくようだと皆さんおっしゃって
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いますが、そうではなくて実際に具体的にやっていることを、す
ごく見られています。その意味では、やっているというファクト、
そこの実が伴っているかがポイントです。
　ビジネスリスクとして今、僕はコストの観点から話をしました
が、逆に実態が伴って伝わると、差別化になってチャンスになる
のではないかと感じます。行動が伴って発信している人も企業も
含めて少ないのですが。

鈴木　本当に実際どうだったのかというのは非常に重要だと思
います。「何々セレクションで金賞取りました」みたいな価値の
根拠をどこに求めるかも考えなければならなくなっています。こ
れまでは、人も企業も誰かが定めたものに寄りかかっていた。
特に欧米信仰が強かったのも手伝い、海の向こうのものはいい
と思い込んでいました。国内で作られたもの、特に生鮮品には
何々セレクションなんてありません。
　都市部で消費し、一方で農村、地方で生産するという構図は、
国連が言っている SDGs における北半球で行われる消費と南半
球で行われる生産活動に近い構図なのではないかと思います。
そうすると、消費地である東京、大阪のような都市部のリテール
現場において、生物多様性への配慮度などを含む地方のランド
スケープや状況について、いかに想像しやすいリテールの環境
に持っていくのかではないでしょうか。
　実体験を伴って見えてくるのが、最近言われている就農体験
だったり、民泊だったりするかもしれません。一方でそれはマス
ベースで広がりはしないと思います。だから、残りの大多数の消
費者に対して意識を変えられるアプローチは、都市部のリテー
ルの現場において生産の現場である地方のランドスケープを想
起させる工夫かなと思います。

大津　私は「定置網方式」と呼んでいるのですが、「農業いいよ」
と人を説得しません。農業は大変な仕事ですし、「田舎移住いい
よ」とも簡単には言いません。他人の人生を変える責任を取れ
ませんから。ただ、こんなことやっていますという見本になるよ
うなものを置いておきます。それに興味を示してくれたのが、東
京中目黒にある野菜スイーツの有名店「ポタジエ」でのパティ
シエ。6年間勤めた店を辞めて移住してくれました。

但馬　それはマスのイメージではないですか？ポタジエのイ
メージですよね。

大津　彼女が移住してくれたのは、本当にびっくりしました。農
家のお母さんたちや生活改善クラブみたいなのが開く中途半端
な料理教室とかはいろいろありますが、ポタジエのパティシエが
作ったスイーツのほうが食べてみたいと思うじゃないですか。
　ただ私は、付加価値化、高付加価値化という言葉が好きでは

なくて、省庁は必ず儲かる農業をしよう、そのためには付加価
値を付けようと言うのですが、高付加価値の食べ物を食べられ
る層は少ないですし、高付加価値化は少ないパイの取り合いに
なってしまいます。私は子どもを 4 人育てていますが、家族が
多いとエンゲル係数が高くなり、高付加価値のものは食べられ
ません。1 人でも多くの子どもを産んで育てるのが人口減少を食
い止めることにつながると考えていますが、家族が多くなると産
直のものは食べられないという構造になってほしくないのです。
　だから、取り立てて裕福ではない家庭でも国産の食べ物を食
べられるようになるかは、私たち生産者のビジネスリスクという
よりは、国民の生命のリスクです。「私、農業辞めてもいいですか」
というタイトルの講演をすることがあるのですが、農業を辞めて
も私は困りません。農家の後継者なので田畑はあるし、平飼い
の卵を取れます。困るのは誰ですかと問いかけています。
　簡単に個人でも情報発信できるようになった昨今、私たちは
農地を 1 ヘクタールから 5 ヘクタールへ広げて、それでも収穫
物を全部売り切っているのは、情報発信の努力をしてきたからで
す。でも、もっと大きな市場、つまり都市部のスーパーで普通
の金額で一般市民が買える農産物を届けるには企業レベルの大
きなところが動く必要があります。
　皆さん、企業に勤められている社員さんだって、ご飯食べま
すよね。今一番私たち産直農家にとってのリスクなのは流通コス
トです。流通の在り方を工夫してほしくても農家のおばちゃんが
大企業にいきなり行くわけにいかないです。
こういうところに呼んでいただくから、おかげさまで講演の機会
をいただくのですが、遠くからわざわざ呼ばないで、東京に近
い茨城、千葉、栃木の女性農家にスピーカーとして活動しても
らいたいと思っています。

鈴木　付加価値が罪なわけではなくて、その付加価値に対して、
一つの価格を設定するのが罪だと思います。宮崎県綾町の人たち
に最初に言われたのが、ブロックチェーンを使って農産物が高く
なるのは、良い面と悪い面があるよねと。つまり、「宮崎県綾町
の野菜は高い」というマイナスイメージにつながるリスクもありま
す。大事なのは、情報をどこに届けるか。綾町で行われている生
態系に配慮した農業を支援する人だけに届けたいと。そうすれば、
マイナスイメージが拡散するリスクを伴いません。広報が必要な
いからです。ニッチな情報を特定の人に届けるのは広告ではあり
ません。そういう形であれば落としどころがあります。
　且つ誰が望ましい消費者かというと、PoC に取り組まれた農
家さんたちは完全に無農薬で農業をやると収量が相当不安定に
なります。多いときには 24 パーセントぐらいの減収になってし
まうことも。その課題をクリアするには、「今年は収量落ちるので、
いつもより高いけどいいですか」「いいですよ」という消費者と
の関係が構築できれば、いつもは安く販売しつつも、困ったと

きには助けてもらえる、親戚づきあいのような関係ができるん
じゃないかと思います。
　消費者だって自分のエシカルな食生活が、農家さんにコミット
していることを伝えたいと思うんです。フードサプライチェーンが、
どんどんリテールの複雑化によって流通もしくは調理加工によっ
て分断されています。それをくっつけてあげることで、生産者か
らすれば誰が自分たちの作物のファンとして支援しているのかが
見えてくる。台風が来たり、水害にあったりした際には、多少高
い値段でも買ってもらえるようになります。
　そんな生産者と消費者の関係を構築するための、もう一つの
弊害は定価だと思います。けれども、定価って何でしょう？　い
つも買いに来る近所の子どもに対して、100 円のノートをもっと
安く売ってあげたいと思うことがあるかもしれない。売り手と買
い手の間に信頼関係が成立していないから「定価 100 円」と決
まっているだけで、その 100 円が 80 円にも 120 円にもなるの
は信頼なのかなと思います。

菊池　今の観点でいうと、僕が SENDを作ったとき、5,500 の農
家と 7,500 の個店のレストランをつなげましたが、大手流通の
単一商品、同じブランドで年間通して同じところから仕入れたい
と、はっきり言います。株式投資も一つの銘柄に絞ると一番リス
クが高く、リスクを回避したいのであれば分散投資をします。
　農業も、一カ所から同じブランド、同種同一のものを、定時
定量定質で届けることに頑張りすぎです。そうではなくて一定の
品質の範囲の中で、例えば九州から北海道までリレー出荷でい
いわけです。市場がやっていることを、もう少し細分化してやれ
ば良かっただけの話で、僕たちはどうしたかと言うと、6 カ月か
ら 8 カ月前に需要の予測を立てて、半年後に出荷できる産地に
生産依頼をし、リレーで 1 作物、一時期で 3、4 農家、年間で
4カ所から5カ所、つまり1作物 20 農家ぐらいに分散しました。
　農業は、あなたの作物は品質がいいから、面積 2 倍 3 倍 5
倍にして、もっと生産してくださいと言っても農家さんはおいそ
れとできません。まず土地がありませんし、土が変われば作物
の品質にも影響が出ます。同じ生産者が同じ宮崎県で作ってい
ても、山の上と下では品質がまったく違います。生き物ですから、
日当たりによっても品質は大きく左右されます。にもかかわらず、
そういう無理難題を言うのは、流通側のリテラシーの低さです。
　もっと言えば、消費者のリテラシーの低さも問題です。レストラ
ンのシェフは、レタスが1個300円超えたら使いません。別の野菜、
ナスとかトマトなど安い野菜でサラダを作ります。多様なものが
多様な地域から分散的に届くこと対して、消費者側が分散的な対
応ができないから、どこのスーパーも品揃えが同じになるんです。
全スーパー店舗ごとに扱う商品を全部変えればいいじゃないです
か。そうしたらきっと、熊本のものはこの店で売れる、北海道の
ものはこの店で売れるとなるはずです。それを今ならできるんで
す。人件費がかかるし、オペレーションコストが大変だけど、IT

の力ならできます。SEND は毎日 7500 店管理しています。365日
の配送を指定時間に対応します。IT というのは、ある理想的な姿
を実現させるためのツール。皆さんはそんなの無理だよってあき
らめているのじゃないかなと思っています。
　生産者サイドが無理しないか折り込むのも、すごく重要だと
思っています。例えば、宮崎でいきなり、北の大地で育てる作
物を夏場に育ててくださいと言われても難しいものです。北海道
でマンゴー育てるのは相当大変です。仮に生産できたとしても、
ものすごく高額になってハイバリューの小ロット商品を目指すな
らいいですが、産業全体の設計としては苦しいと思っています。
　その辺のところも含めて、これから議論をしなくてはいけない
のは、生産者サイドが無理をしないかとか、生産物の適地適作
とか、資源側の適量というものを前提に、農家のビジネスユニッ
トを小さくして、横にたくさん作ってそれをつなげるモデルが最
適かなと思っています。

大津　農村は毎年 1 割 ずつ位人口が減っています。私の周りの
30 世帯で農業後継者がいるのは、わが家だけです。学校の全
校生徒は 40 人、約 300 世帯の集落ですが、40 歳以下の専業
農家は 6 名です。テクノロジーを投入しないと農家経営はどんど
ん厳しさを増すばかり。
　今の状態を保つことさえ、5 年 10 年先は無理ではないかと思
う中で、世間でよく言われるのが、GDPを保ちたい、もしくは食
料自給率を上げたいという話です。そのためには海外に高く売
ることだと。
　でも、日本が直面しているのは人口減少です。そうなると農
産物の収穫量も減ります。それなのに、有機農業にすれば手間
をかけた分、収穫量はより減少します。けれど、食べる側も減っ
ています。農林水産省の統計によれば、お米の消費量は 10 万
トンぐらい減っています。
　生産者の顔が見えるようにするのは、すごく簡単なことです。
うちは 100 件、150 件のお客さまに毎月お米をお届けして専業
農家をやれています。生産者が生計を立てるにはお米のキロ単
価が 600 円ないと厳しいといわれています。日本の国力と農地、
生態系サービスを保つためには、無農薬でなくてもそれぐらい
の金額を出さなければならないと思います。うちが 2 倍 3 倍の
農地を耕せるかといったら、耕せないです。家族経営では限界
があります。研修生がいたときもあったのですが、大規模農家
になるよりも2軒 3軒 4軒と5ヘクタールの農家が増えてほしい
です。その人たちに子育てをして、人口が増えるようになってほ
しいじゃないですか。
　私が知っている現役農家さんの最高齢 96 歳くらいです。今年
も作る気でいらっしゃいます。でも、昭和一桁世代の農業従事
者が、あと数年でいなくなるとすると、日本の国民が食べるもの
を確保するためには、どれぐらいの耕作面積で、どれだけ生産
できるか、そのためのコストはいくらかを考えてバックキャスティ

ングしなければなりません。季節外のものを生産するのはその
あとでもいいのではないでしょうか。

但馬　今、個々で話している話が、生物多様性の話という流れ
では来ていますが、僕らの社会が効率的にやりすぎたことによっ
て、多様性がなくなったことによって引き起こされている問題が、
今この壇上で話されているなという感じがあります。鈴木さんの
目から見ていかがですか？

鈴木　20世紀と21世紀の違いは、マスの存在だと思っています。
高い視聴率を稼ぐ番組があったとしても、石けんが何円分売れま
したという経済指標でしか評価されません。一方で、NHK の Eテ
レで深夜にやっている科学番組を見て、10 年に 1人の逸材として
ノーベル賞学者が出るとか、宇宙飛行士になるとかすれば、その
番組のディレクターとかシナリオライターの貢献度たるや、人類の
知に貢献していますよね。そういったものの測り方も鑑みれば、
従来の単一指標のみとリンクした物差し一辺倒でいいのかという
議論はあると思います。
　そのように考えると、農業分野においては、今だと品種と大き
さが基準。ミカン M みたいな物差しで測る中央流通によって救
われる層もいると思う一方で、ファンがファンを呼ぶという意味
でのニッチな流通が正しく機能をしないと、生産者は頑張った分
だけ損をしてしまうことになるので、埋めていく必要があるかな
とは思います。

菊池　生物多様性の観点に話を戻すと、やはり全体の議論が必
要ではあるんです。地域の資源、山形県真室川の山間資源を例
にとれば、この水や山はどうするとか、堆肥をどうやって使うとか、
畜産のし尿を流しているけど、これは有用資源なんじゃないかと
思っています。もっと言えば、僕ら人間のし尿だって、本来は巨
大な資源ですが、循環資源にはなっていません。
　もう一つ個別の売り方論であったり、個別事業者としてのサス
テナビリティであったり、生み出しているバリューは何かという
議論もあると思っています。今は、資源循環的なことに取り組ん
でいることがアドバリュー戦略にもなっているため、ある種の一
体感があるんです。
　僕は昨日までデンマークに行っていたのですが、デンマーク
ではオーガニックと普通の商品の値段が一緒。すごいエココン
シャスだと思って、コストがかさんでいる理解はあるのか聞いて
みたところ、現地の人は何でそんなこと聞くのという感じ。今の
うちからやると 10 年後 15 年後、日本も同じレベルまで追いつ
けると思うと、この手の教育は投資対象かなと思っています。

但馬　本当にそう思います。お一人ずつに質問をお受けしたい
と思います。まずは菊池さんに質問です。環境と成長の両立と
言われましたが、具体的な例を教えてほしいです。

菊池　明確に皆さんが一番よくご存じの Apple でいきましょう。
Apple は二つやっています。一つは Daisy。ぜひ調べていただ
きたいんですけれども、ホームページで Apple の CSR のページ
を見ると、「もう地球からは何も取らない」と書いています。す
ごく広告的だなと思ってよく見たら、世界的に貴金属の値段が上
がっているわけです。金もプラチナも。もう今から掘るよりも、
山ほど配ったパソコンと携帯回収して使えばいい。都市鉱山と呼
ばれているんですが、そっちのほうがはるかにいいじゃないかと
いうことです。
　350 億円ぐらいを再生センターに投資しているんですが、初
年度で 42 億円を回収しています。何が言いたいかというと、そ
れによって彼らの製品の中で重要な比率、重要なマテリアルに
なる貴金属というもの自体を、今までと違うやり方で投資をして、
他社が貴金属の値上がりでコストプレッシャーになるところなの
に、Appleは逆に利益率が上がる。これは分かりやすいですよね。
成長とは、みんな売り上げばっかり考えますが、利益で考えれば
コストダウンも戦略になるじゃないかと思います。
　他にもサーモンゴールドプロジェクトとか、ぜひ調べてみてく
ださい。鉱山の川を守り、そこを泳ぐサーモンを守りながら金を
掘るみたいなこともやっています。先進事例はたくさんあります。
サステナブルと成長戦略というもの自体は、ビジネス戦略に十
分織り込めると理解しています。

但馬　ありがとうございます。では鈴木さんに。熊本も宮崎県
綾町も雪があまり降らない地域ですね。日本の 3 分の 1 は、雪
の影響で冬は農業ができません。エシカルという観点で、寒冷
地産業をプレイアップするSDGs からの切り口を知りたいです。

鈴木　宮崎県綾町の方々は、夏はとにかく川遊びです。私の見立
てですが本当に農業をやっていないですね。気候的には、日差し
が強すぎて農業には向かないんです。なので、1 月 2 月、今ぐら
いがちょうどピーク。あとは土の中に埋めて、春出荷することもあ
ります。フランスの「日本で最も美しい村連合」という NPO は、
地域経済圏をちゃんと独立させられるかを都市の評価基準にして
います。昔でいうと、お城の城主がいて、城主が自分の敷地、エ
リアの中で経済圏を完結できると強くなるわけですが、同じような
思想でいまだに工業も含めた産業をエリア内で止められているか
が評価されています。
　そういうのを考えると、宮崎県綾町は夏の産業がありません。
長野県の蓼科（高原地域）と連携できないかとか、そういうツー
リズム的な話ではなくて、常にサステナブルな形として農業就労
者の行き来ができたらいいねといった話をされていたことはある
と思うんです。私はそこの専門ではなくて詳しくは分からないの
ですが、働きたい人が働ける場所をつくるのはありかもしれな
いと思います。ただ、綾町のほとんどの人は私が知る限り、夏
は遊ぶ。美しい川がありまして、ほとんど遊んでいると思います。
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但馬　それではトークセッション 2 をはじめます。最初に菊池さ
んのお話に耳を傾けましょう。

菊池　僕らもサステナブルという言葉は、多面的で、ぼやっとし
ているなあと思っています。ちょうど先ほど鈴木さんがお話しに
なったとおり、SDGs も同じですが、表現がぼやけていると分か
りにくいというのはあるのではないでしょうか。有機とかオーガ
ニックとか全部そうです。言葉は何か良さそうな響きを持ってい
ますが、ちゃんと理解していないとアクションが取れません。
だから、クリアにテーマを定めることは意識しています。
　例えば、「廃材を利用しましょう」と言われても、どういう世界
観で具体的に何をすればいいのか分かりますか。ビジョンとか
ミッションとかアクションとか表現していますが、それらを比較的
クリアにしていって、その先にいろんなものがつながっていけば
いいかなと。僕自身はいろんな、どちらかと言うと実務レベルの
人間なので、現場でやるときはなおさら具体的な動きをするよ
うにしています。

但馬　セッション 2 は「ビジネスリスクをチャンスに」をテーマ
に話しを進めていきたいと思っています。先ほどのトークセッショ
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ン 1 で出てきたのが、まだまだ自分たちが体験できていないか
らこそ、縁遠くなっている生物多様性に関して、より身近なもの
にしていくにはどうすればいいんだろうかという焦点。そして、
価値をどう伝えていくのか。もう一つ話が出たのは、伝えるので
あればファン化していくのがいいのではないかといった意見。実
際にやられている皆さんからすれば、事業として見せていけば
いいのではと思っているかもしれません。ここから議論をどう進
めていきましょうか。

菊池　一ついいですか。広告業界にいる人に言っていいのか分
かりませんが、今までは載っている情報が多かったと思います。
実態とアピールにかい離があるというか。伝えるべき人ではな
い人に伝わっている、伝わり方がゆがんでいる気がします。加え
て触れておきたいのが、これからの時代大切なのは情報の透明
性だということ。インターネットの普及で情報が取得しやすくな
り、透明性を求められるようになりました。僕たちベンチャーも
情報の透明性には気を配っています。
　要するに、実態が伴っていないことに対して、「こんなの噓だ」
と消費者というか、情報の受信者はシビアに見ていると思ってい
ます。企業の CSR は砂漠に水をまくようだと皆さんおっしゃって
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いますが、そうではなくて実際に具体的にやっていることを、す
ごく見られています。その意味では、やっているというファクト、
そこの実が伴っているかがポイントです。
　ビジネスリスクとして今、僕はコストの観点から話をしました
が、逆に実態が伴って伝わると、差別化になってチャンスになる
のではないかと感じます。行動が伴って発信している人も企業も
含めて少ないのですが。

鈴木　本当に実際どうだったのかというのは非常に重要だと思
います。「何々セレクションで金賞取りました」みたいな価値の
根拠をどこに求めるかも考えなければならなくなっています。こ
れまでは、人も企業も誰かが定めたものに寄りかかっていた。
特に欧米信仰が強かったのも手伝い、海の向こうのものはいい
と思い込んでいました。国内で作られたもの、特に生鮮品には
何々セレクションなんてありません。
　都市部で消費し、一方で農村、地方で生産するという構図は、
国連が言っている SDGs における北半球で行われる消費と南半
球で行われる生産活動に近い構図なのではないかと思います。
そうすると、消費地である東京、大阪のような都市部のリテール
現場において、生物多様性への配慮度などを含む地方のランド
スケープや状況について、いかに想像しやすいリテールの環境
に持っていくのかではないでしょうか。
　実体験を伴って見えてくるのが、最近言われている就農体験
だったり、民泊だったりするかもしれません。一方でそれはマス
ベースで広がりはしないと思います。だから、残りの大多数の消
費者に対して意識を変えられるアプローチは、都市部のリテー
ルの現場において生産の現場である地方のランドスケープを想
起させる工夫かなと思います。

大津　私は「定置網方式」と呼んでいるのですが、「農業いいよ」
と人を説得しません。農業は大変な仕事ですし、「田舎移住いい
よ」とも簡単には言いません。他人の人生を変える責任を取れ
ませんから。ただ、こんなことやっていますという見本になるよ
うなものを置いておきます。それに興味を示してくれたのが、東
京中目黒にある野菜スイーツの有名店「ポタジエ」でのパティ
シエ。6年間勤めた店を辞めて移住してくれました。

但馬　それはマスのイメージではないですか？ポタジエのイ
メージですよね。

大津　彼女が移住してくれたのは、本当にびっくりしました。農
家のお母さんたちや生活改善クラブみたいなのが開く中途半端
な料理教室とかはいろいろありますが、ポタジエのパティシエが
作ったスイーツのほうが食べてみたいと思うじゃないですか。
　ただ私は、付加価値化、高付加価値化という言葉が好きでは

なくて、省庁は必ず儲かる農業をしよう、そのためには付加価
値を付けようと言うのですが、高付加価値の食べ物を食べられ
る層は少ないですし、高付加価値化は少ないパイの取り合いに
なってしまいます。私は子どもを 4 人育てていますが、家族が
多いとエンゲル係数が高くなり、高付加価値のものは食べられ
ません。1 人でも多くの子どもを産んで育てるのが人口減少を食
い止めることにつながると考えていますが、家族が多くなると産
直のものは食べられないという構造になってほしくないのです。
　だから、取り立てて裕福ではない家庭でも国産の食べ物を食
べられるようになるかは、私たち生産者のビジネスリスクという
よりは、国民の生命のリスクです。「私、農業辞めてもいいですか」
というタイトルの講演をすることがあるのですが、農業を辞めて
も私は困りません。農家の後継者なので田畑はあるし、平飼い
の卵を取れます。困るのは誰ですかと問いかけています。
　簡単に個人でも情報発信できるようになった昨今、私たちは
農地を 1 ヘクタールから 5 ヘクタールへ広げて、それでも収穫
物を全部売り切っているのは、情報発信の努力をしてきたからで
す。でも、もっと大きな市場、つまり都市部のスーパーで普通
の金額で一般市民が買える農産物を届けるには企業レベルの大
きなところが動く必要があります。
　皆さん、企業に勤められている社員さんだって、ご飯食べま
すよね。今一番私たち産直農家にとってのリスクなのは流通コス
トです。流通の在り方を工夫してほしくても農家のおばちゃんが
大企業にいきなり行くわけにいかないです。
こういうところに呼んでいただくから、おかげさまで講演の機会
をいただくのですが、遠くからわざわざ呼ばないで、東京に近
い茨城、千葉、栃木の女性農家にスピーカーとして活動しても
らいたいと思っています。

鈴木　付加価値が罪なわけではなくて、その付加価値に対して、
一つの価格を設定するのが罪だと思います。宮崎県綾町の人たち
に最初に言われたのが、ブロックチェーンを使って農産物が高く
なるのは、良い面と悪い面があるよねと。つまり、「宮崎県綾町
の野菜は高い」というマイナスイメージにつながるリスクもありま
す。大事なのは、情報をどこに届けるか。綾町で行われている生
態系に配慮した農業を支援する人だけに届けたいと。そうすれば、
マイナスイメージが拡散するリスクを伴いません。広報が必要な
いからです。ニッチな情報を特定の人に届けるのは広告ではあり
ません。そういう形であれば落としどころがあります。
　且つ誰が望ましい消費者かというと、PoC に取り組まれた農
家さんたちは完全に無農薬で農業をやると収量が相当不安定に
なります。多いときには 24 パーセントぐらいの減収になってし
まうことも。その課題をクリアするには、「今年は収量落ちるので、
いつもより高いけどいいですか」「いいですよ」という消費者と
の関係が構築できれば、いつもは安く販売しつつも、困ったと

きには助けてもらえる、親戚づきあいのような関係ができるん
じゃないかと思います。
　消費者だって自分のエシカルな食生活が、農家さんにコミット
していることを伝えたいと思うんです。フードサプライチェーンが、
どんどんリテールの複雑化によって流通もしくは調理加工によっ
て分断されています。それをくっつけてあげることで、生産者か
らすれば誰が自分たちの作物のファンとして支援しているのかが
見えてくる。台風が来たり、水害にあったりした際には、多少高
い値段でも買ってもらえるようになります。
　そんな生産者と消費者の関係を構築するための、もう一つの
弊害は定価だと思います。けれども、定価って何でしょう？　い
つも買いに来る近所の子どもに対して、100 円のノートをもっと
安く売ってあげたいと思うことがあるかもしれない。売り手と買
い手の間に信頼関係が成立していないから「定価 100 円」と決
まっているだけで、その 100 円が 80 円にも 120 円にもなるの
は信頼なのかなと思います。

菊池　今の観点でいうと、僕が SENDを作ったとき、5,500 の農
家と 7,500 の個店のレストランをつなげましたが、大手流通の
単一商品、同じブランドで年間通して同じところから仕入れたい
と、はっきり言います。株式投資も一つの銘柄に絞ると一番リス
クが高く、リスクを回避したいのであれば分散投資をします。
　農業も、一カ所から同じブランド、同種同一のものを、定時
定量定質で届けることに頑張りすぎです。そうではなくて一定の
品質の範囲の中で、例えば九州から北海道までリレー出荷でい
いわけです。市場がやっていることを、もう少し細分化してやれ
ば良かっただけの話で、僕たちはどうしたかと言うと、6 カ月か
ら 8 カ月前に需要の予測を立てて、半年後に出荷できる産地に
生産依頼をし、リレーで 1 作物、一時期で 3、4 農家、年間で
4カ所から5カ所、つまり1作物 20 農家ぐらいに分散しました。
　農業は、あなたの作物は品質がいいから、面積 2 倍 3 倍 5
倍にして、もっと生産してくださいと言っても農家さんはおいそ
れとできません。まず土地がありませんし、土が変われば作物
の品質にも影響が出ます。同じ生産者が同じ宮崎県で作ってい
ても、山の上と下では品質がまったく違います。生き物ですから、
日当たりによっても品質は大きく左右されます。にもかかわらず、
そういう無理難題を言うのは、流通側のリテラシーの低さです。
　もっと言えば、消費者のリテラシーの低さも問題です。レストラ
ンのシェフは、レタスが1個300円超えたら使いません。別の野菜、
ナスとかトマトなど安い野菜でサラダを作ります。多様なものが
多様な地域から分散的に届くこと対して、消費者側が分散的な対
応ができないから、どこのスーパーも品揃えが同じになるんです。
全スーパー店舗ごとに扱う商品を全部変えればいいじゃないです
か。そうしたらきっと、熊本のものはこの店で売れる、北海道の
ものはこの店で売れるとなるはずです。それを今ならできるんで
す。人件費がかかるし、オペレーションコストが大変だけど、IT

の力ならできます。SEND は毎日 7500 店管理しています。365日
の配送を指定時間に対応します。IT というのは、ある理想的な姿
を実現させるためのツール。皆さんはそんなの無理だよってあき
らめているのじゃないかなと思っています。
　生産者サイドが無理しないか折り込むのも、すごく重要だと
思っています。例えば、宮崎でいきなり、北の大地で育てる作
物を夏場に育ててくださいと言われても難しいものです。北海道
でマンゴー育てるのは相当大変です。仮に生産できたとしても、
ものすごく高額になってハイバリューの小ロット商品を目指すな
らいいですが、産業全体の設計としては苦しいと思っています。
　その辺のところも含めて、これから議論をしなくてはいけない
のは、生産者サイドが無理をしないかとか、生産物の適地適作
とか、資源側の適量というものを前提に、農家のビジネスユニッ
トを小さくして、横にたくさん作ってそれをつなげるモデルが最
適かなと思っています。

大津　農村は毎年 1 割 ずつ位人口が減っています。私の周りの
30 世帯で農業後継者がいるのは、わが家だけです。学校の全
校生徒は 40 人、約 300 世帯の集落ですが、40 歳以下の専業
農家は 6 名です。テクノロジーを投入しないと農家経営はどんど
ん厳しさを増すばかり。
　今の状態を保つことさえ、5 年 10 年先は無理ではないかと思
う中で、世間でよく言われるのが、GDPを保ちたい、もしくは食
料自給率を上げたいという話です。そのためには海外に高く売
ることだと。
　でも、日本が直面しているのは人口減少です。そうなると農
産物の収穫量も減ります。それなのに、有機農業にすれば手間
をかけた分、収穫量はより減少します。けれど、食べる側も減っ
ています。農林水産省の統計によれば、お米の消費量は 10 万
トンぐらい減っています。
　生産者の顔が見えるようにするのは、すごく簡単なことです。
うちは 100 件、150 件のお客さまに毎月お米をお届けして専業
農家をやれています。生産者が生計を立てるにはお米のキロ単
価が 600 円ないと厳しいといわれています。日本の国力と農地、
生態系サービスを保つためには、無農薬でなくてもそれぐらい
の金額を出さなければならないと思います。うちが 2 倍 3 倍の
農地を耕せるかといったら、耕せないです。家族経営では限界
があります。研修生がいたときもあったのですが、大規模農家
になるよりも2軒 3軒 4軒と5ヘクタールの農家が増えてほしい
です。その人たちに子育てをして、人口が増えるようになってほ
しいじゃないですか。
　私が知っている現役農家さんの最高齢 96 歳くらいです。今年
も作る気でいらっしゃいます。でも、昭和一桁世代の農業従事
者が、あと数年でいなくなるとすると、日本の国民が食べるもの
を確保するためには、どれぐらいの耕作面積で、どれだけ生産
できるか、そのためのコストはいくらかを考えてバックキャスティ

ングしなければなりません。季節外のものを生産するのはその
あとでもいいのではないでしょうか。

但馬　今、個々で話している話が、生物多様性の話という流れ
では来ていますが、僕らの社会が効率的にやりすぎたことによっ
て、多様性がなくなったことによって引き起こされている問題が、
今この壇上で話されているなという感じがあります。鈴木さんの
目から見ていかがですか？

鈴木　20世紀と21世紀の違いは、マスの存在だと思っています。
高い視聴率を稼ぐ番組があったとしても、石けんが何円分売れま
したという経済指標でしか評価されません。一方で、NHK の Eテ
レで深夜にやっている科学番組を見て、10 年に 1人の逸材として
ノーベル賞学者が出るとか、宇宙飛行士になるとかすれば、その
番組のディレクターとかシナリオライターの貢献度たるや、人類の
知に貢献していますよね。そういったものの測り方も鑑みれば、
従来の単一指標のみとリンクした物差し一辺倒でいいのかという
議論はあると思います。
　そのように考えると、農業分野においては、今だと品種と大き
さが基準。ミカン M みたいな物差しで測る中央流通によって救
われる層もいると思う一方で、ファンがファンを呼ぶという意味
でのニッチな流通が正しく機能をしないと、生産者は頑張った分
だけ損をしてしまうことになるので、埋めていく必要があるかな
とは思います。

菊池　生物多様性の観点に話を戻すと、やはり全体の議論が必
要ではあるんです。地域の資源、山形県真室川の山間資源を例
にとれば、この水や山はどうするとか、堆肥をどうやって使うとか、
畜産のし尿を流しているけど、これは有用資源なんじゃないかと
思っています。もっと言えば、僕ら人間のし尿だって、本来は巨
大な資源ですが、循環資源にはなっていません。
　もう一つ個別の売り方論であったり、個別事業者としてのサス
テナビリティであったり、生み出しているバリューは何かという
議論もあると思っています。今は、資源循環的なことに取り組ん
でいることがアドバリュー戦略にもなっているため、ある種の一
体感があるんです。
　僕は昨日までデンマークに行っていたのですが、デンマーク
ではオーガニックと普通の商品の値段が一緒。すごいエココン
シャスだと思って、コストがかさんでいる理解はあるのか聞いて
みたところ、現地の人は何でそんなこと聞くのという感じ。今の
うちからやると 10 年後 15 年後、日本も同じレベルまで追いつ
けると思うと、この手の教育は投資対象かなと思っています。

但馬　本当にそう思います。お一人ずつに質問をお受けしたい
と思います。まずは菊池さんに質問です。環境と成長の両立と
言われましたが、具体的な例を教えてほしいです。

菊池　明確に皆さんが一番よくご存じの Apple でいきましょう。
Apple は二つやっています。一つは Daisy。ぜひ調べていただ
きたいんですけれども、ホームページで Apple の CSR のページ
を見ると、「もう地球からは何も取らない」と書いています。す
ごく広告的だなと思ってよく見たら、世界的に貴金属の値段が上
がっているわけです。金もプラチナも。もう今から掘るよりも、
山ほど配ったパソコンと携帯回収して使えばいい。都市鉱山と呼
ばれているんですが、そっちのほうがはるかにいいじゃないかと
いうことです。
　350 億円ぐらいを再生センターに投資しているんですが、初
年度で 42 億円を回収しています。何が言いたいかというと、そ
れによって彼らの製品の中で重要な比率、重要なマテリアルに
なる貴金属というもの自体を、今までと違うやり方で投資をして、
他社が貴金属の値上がりでコストプレッシャーになるところなの
に、Appleは逆に利益率が上がる。これは分かりやすいですよね。
成長とは、みんな売り上げばっかり考えますが、利益で考えれば
コストダウンも戦略になるじゃないかと思います。
　他にもサーモンゴールドプロジェクトとか、ぜひ調べてみてく
ださい。鉱山の川を守り、そこを泳ぐサーモンを守りながら金を
掘るみたいなこともやっています。先進事例はたくさんあります。
サステナブルと成長戦略というもの自体は、ビジネス戦略に十
分織り込めると理解しています。

但馬　ありがとうございます。では鈴木さんに。熊本も宮崎県
綾町も雪があまり降らない地域ですね。日本の 3 分の 1 は、雪
の影響で冬は農業ができません。エシカルという観点で、寒冷
地産業をプレイアップするSDGs からの切り口を知りたいです。

鈴木　宮崎県綾町の方々は、夏はとにかく川遊びです。私の見立
てですが本当に農業をやっていないですね。気候的には、日差し
が強すぎて農業には向かないんです。なので、1 月 2 月、今ぐら
いがちょうどピーク。あとは土の中に埋めて、春出荷することもあ
ります。フランスの「日本で最も美しい村連合」という NPO は、
地域経済圏をちゃんと独立させられるかを都市の評価基準にして
います。昔でいうと、お城の城主がいて、城主が自分の敷地、エ
リアの中で経済圏を完結できると強くなるわけですが、同じような
思想でいまだに工業も含めた産業をエリア内で止められているか
が評価されています。
　そういうのを考えると、宮崎県綾町は夏の産業がありません。
長野県の蓼科（高原地域）と連携できないかとか、そういうツー
リズム的な話ではなくて、常にサステナブルな形として農業就労
者の行き来ができたらいいねといった話をされていたことはある
と思うんです。私はそこの専門ではなくて詳しくは分からないの
ですが、働きたい人が働ける場所をつくるのはありかもしれな
いと思います。ただ、綾町のほとんどの人は私が知る限り、夏
は遊ぶ。美しい川がありまして、ほとんど遊んでいると思います。
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但馬　それではトークセッション 2 をはじめます。最初に菊池さ
んのお話に耳を傾けましょう。

菊池　僕らもサステナブルという言葉は、多面的で、ぼやっとし
ているなあと思っています。ちょうど先ほど鈴木さんがお話しに
なったとおり、SDGs も同じですが、表現がぼやけていると分か
りにくいというのはあるのではないでしょうか。有機とかオーガ
ニックとか全部そうです。言葉は何か良さそうな響きを持ってい
ますが、ちゃんと理解していないとアクションが取れません。
だから、クリアにテーマを定めることは意識しています。
　例えば、「廃材を利用しましょう」と言われても、どういう世界
観で具体的に何をすればいいのか分かりますか。ビジョンとか
ミッションとかアクションとか表現していますが、それらを比較的
クリアにしていって、その先にいろんなものがつながっていけば
いいかなと。僕自身はいろんな、どちらかと言うと実務レベルの
人間なので、現場でやるときはなおさら具体的な動きをするよ
うにしています。

但馬　セッション 2 は「ビジネスリスクをチャンスに」をテーマ
に話しを進めていきたいと思っています。先ほどのトークセッショ

ン 1 で出てきたのが、まだまだ自分たちが体験できていないか
らこそ、縁遠くなっている生物多様性に関して、より身近なもの
にしていくにはどうすればいいんだろうかという焦点。そして、
価値をどう伝えていくのか。もう一つ話が出たのは、伝えるので
あればファン化していくのがいいのではないかといった意見。実
際にやられている皆さんからすれば、事業として見せていけば
いいのではと思っているかもしれません。ここから議論をどう進
めていきましょうか。

菊池　一ついいですか。広告業界にいる人に言っていいのか分
かりませんが、今までは載っている情報が多かったと思います。
実態とアピールにかい離があるというか。伝えるべき人ではな
い人に伝わっている、伝わり方がゆがんでいる気がします。加え
て触れておきたいのが、これからの時代大切なのは情報の透明
性だということ。インターネットの普及で情報が取得しやすくな
り、透明性を求められるようになりました。僕たちベンチャーも
情報の透明性には気を配っています。
　要するに、実態が伴っていないことに対して、「こんなの噓だ」
と消費者というか、情報の受信者はシビアに見ていると思ってい
ます。企業の CSR は砂漠に水をまくようだと皆さんおっしゃって

いますが、そうではなくて実際に具体的にやっていることを、す
ごく見られています。その意味では、やっているというファクト、
そこの実が伴っているかがポイントです。
　ビジネスリスクとして今、僕はコストの観点から話をしました
が、逆に実態が伴って伝わると、差別化になってチャンスになる
のではないかと感じます。行動が伴って発信している人も企業も
含めて少ないのですが。

鈴木　本当に実際どうだったのかというのは非常に重要だと思
います。「何々セレクションで金賞取りました」みたいな価値の
根拠をどこに求めるかも考えなければならなくなっています。こ
れまでは、人も企業も誰かが定めたものに寄りかかっていた。
特に欧米信仰が強かったのも手伝い、海の向こうのものはいい
と思い込んでいました。国内で作られたもの、特に生鮮品には
何々セレクションなんてありません。
　都市部で消費し、一方で農村、地方で生産するという構図は、
国連が言っている SDGs における北半球で行われる消費と南半
球で行われる生産活動に近い構図なのではないかと思います。
そうすると、消費地である東京、大阪のような都市部のリテール
現場において、生物多様性への配慮度などを含む地方のランド
スケープや状況について、いかに想像しやすいリテールの環境
に持っていくのかではないでしょうか。
　実体験を伴って見えてくるのが、最近言われている就農体験
だったり、民泊だったりするかもしれません。一方でそれはマス
ベースで広がりはしないと思います。だから、残りの大多数の消
費者に対して意識を変えられるアプローチは、都市部のリテー
ルの現場において生産の現場である地方のランドスケープを想
起させる工夫かなと思います。

大津　私は「定置網方式」と呼んでいるのですが、「農業いいよ」
と人を説得しません。農業は大変な仕事ですし、「田舎移住いい
よ」とも簡単には言いません。他人の人生を変える責任を取れ
ませんから。ただ、こんなことやっていますという見本になるよ
うなものを置いておきます。それに興味を示してくれたのが、東
京中目黒にある野菜スイーツの有名店「ポタジエ」でのパティ
シエ。6年間勤めた店を辞めて移住してくれました。

但馬　それはマスのイメージではないですか？ポタジエのイ
メージですよね。

大津　彼女が移住してくれたのは、本当にびっくりしました。農
家のお母さんたちや生活改善クラブみたいなのが開く中途半端
な料理教室とかはいろいろありますが、ポタジエのパティシエが
作ったスイーツのほうが食べてみたいと思うじゃないですか。
　ただ私は、付加価値化、高付加価値化という言葉が好きでは

なくて、省庁は必ず儲かる農業をしよう、そのためには付加価
値を付けようと言うのですが、高付加価値の食べ物を食べられ
る層は少ないですし、高付加価値化は少ないパイの取り合いに
なってしまいます。私は子どもを 4 人育てていますが、家族が
多いとエンゲル係数が高くなり、高付加価値のものは食べられ
ません。1 人でも多くの子どもを産んで育てるのが人口減少を食
い止めることにつながると考えていますが、家族が多くなると産
直のものは食べられないという構造になってほしくないのです。
　だから、取り立てて裕福ではない家庭でも国産の食べ物を食
べられるようになるかは、私たち生産者のビジネスリスクという
よりは、国民の生命のリスクです。「私、農業辞めてもいいですか」
というタイトルの講演をすることがあるのですが、農業を辞めて
も私は困りません。農家の後継者なので田畑はあるし、平飼い
の卵を取れます。困るのは誰ですかと問いかけています。
　簡単に個人でも情報発信できるようになった昨今、私たちは
農地を 1 ヘクタールから 5 ヘクタールへ広げて、それでも収穫
物を全部売り切っているのは、情報発信の努力をしてきたからで
す。でも、もっと大きな市場、つまり都市部のスーパーで普通
の金額で一般市民が買える農産物を届けるには企業レベルの大
きなところが動く必要があります。
　皆さん、企業に勤められている社員さんだって、ご飯食べま
すよね。今一番私たち産直農家にとってのリスクなのは流通コス
トです。流通の在り方を工夫してほしくても農家のおばちゃんが
大企業にいきなり行くわけにいかないです。
こういうところに呼んでいただくから、おかげさまで講演の機会
をいただくのですが、遠くからわざわざ呼ばないで、東京に近
い茨城、千葉、栃木の女性農家にスピーカーとして活動しても
らいたいと思っています。

鈴木　付加価値が罪なわけではなくて、その付加価値に対して、
一つの価格を設定するのが罪だと思います。宮崎県綾町の人たち
に最初に言われたのが、ブロックチェーンを使って農産物が高く
なるのは、良い面と悪い面があるよねと。つまり、「宮崎県綾町
の野菜は高い」というマイナスイメージにつながるリスクもありま
す。大事なのは、情報をどこに届けるか。綾町で行われている生
態系に配慮した農業を支援する人だけに届けたいと。そうすれば、
マイナスイメージが拡散するリスクを伴いません。広報が必要な
いからです。ニッチな情報を特定の人に届けるのは広告ではあり
ません。そういう形であれば落としどころがあります。
　且つ誰が望ましい消費者かというと、PoC に取り組まれた農
家さんたちは完全に無農薬で農業をやると収量が相当不安定に
なります。多いときには 24 パーセントぐらいの減収になってし
まうことも。その課題をクリアするには、「今年は収量落ちるので、
いつもより高いけどいいですか」「いいですよ」という消費者と
の関係が構築できれば、いつもは安く販売しつつも、困ったと

きには助けてもらえる、親戚づきあいのような関係ができるん
じゃないかと思います。
　消費者だって自分のエシカルな食生活が、農家さんにコミット
していることを伝えたいと思うんです。フードサプライチェーンが、
どんどんリテールの複雑化によって流通もしくは調理加工によっ
て分断されています。それをくっつけてあげることで、生産者か
らすれば誰が自分たちの作物のファンとして支援しているのかが
見えてくる。台風が来たり、水害にあったりした際には、多少高
い値段でも買ってもらえるようになります。
　そんな生産者と消費者の関係を構築するための、もう一つの
弊害は定価だと思います。けれども、定価って何でしょう？　い
つも買いに来る近所の子どもに対して、100 円のノートをもっと
安く売ってあげたいと思うことがあるかもしれない。売り手と買
い手の間に信頼関係が成立していないから「定価 100 円」と決
まっているだけで、その 100 円が 80 円にも 120 円にもなるの
は信頼なのかなと思います。

菊池　今の観点でいうと、僕が SENDを作ったとき、5,500 の農
家と 7,500 の個店のレストランをつなげましたが、大手流通の
単一商品、同じブランドで年間通して同じところから仕入れたい
と、はっきり言います。株式投資も一つの銘柄に絞ると一番リス
クが高く、リスクを回避したいのであれば分散投資をします。
　農業も、一カ所から同じブランド、同種同一のものを、定時
定量定質で届けることに頑張りすぎです。そうではなくて一定の
品質の範囲の中で、例えば九州から北海道までリレー出荷でい
いわけです。市場がやっていることを、もう少し細分化してやれ
ば良かっただけの話で、僕たちはどうしたかと言うと、6 カ月か
ら 8 カ月前に需要の予測を立てて、半年後に出荷できる産地に
生産依頼をし、リレーで 1 作物、一時期で 3、4 農家、年間で
4カ所から5カ所、つまり1作物 20 農家ぐらいに分散しました。
　農業は、あなたの作物は品質がいいから、面積 2 倍 3 倍 5
倍にして、もっと生産してくださいと言っても農家さんはおいそ
れとできません。まず土地がありませんし、土が変われば作物
の品質にも影響が出ます。同じ生産者が同じ宮崎県で作ってい
ても、山の上と下では品質がまったく違います。生き物ですから、
日当たりによっても品質は大きく左右されます。にもかかわらず、
そういう無理難題を言うのは、流通側のリテラシーの低さです。
　もっと言えば、消費者のリテラシーの低さも問題です。レストラ
ンのシェフは、レタスが1個300円超えたら使いません。別の野菜、
ナスとかトマトなど安い野菜でサラダを作ります。多様なものが
多様な地域から分散的に届くこと対して、消費者側が分散的な対
応ができないから、どこのスーパーも品揃えが同じになるんです。
全スーパー店舗ごとに扱う商品を全部変えればいいじゃないです
か。そうしたらきっと、熊本のものはこの店で売れる、北海道の
ものはこの店で売れるとなるはずです。それを今ならできるんで
す。人件費がかかるし、オペレーションコストが大変だけど、IT

の力ならできます。SEND は毎日 7500 店管理しています。365日
の配送を指定時間に対応します。IT というのは、ある理想的な姿
を実現させるためのツール。皆さんはそんなの無理だよってあき
らめているのじゃないかなと思っています。
　生産者サイドが無理しないか折り込むのも、すごく重要だと
思っています。例えば、宮崎でいきなり、北の大地で育てる作
物を夏場に育ててくださいと言われても難しいものです。北海道
でマンゴー育てるのは相当大変です。仮に生産できたとしても、
ものすごく高額になってハイバリューの小ロット商品を目指すな
らいいですが、産業全体の設計としては苦しいと思っています。
　その辺のところも含めて、これから議論をしなくてはいけない
のは、生産者サイドが無理をしないかとか、生産物の適地適作
とか、資源側の適量というものを前提に、農家のビジネスユニッ
トを小さくして、横にたくさん作ってそれをつなげるモデルが最
適かなと思っています。

大津　農村は毎年 1 割 ずつ位人口が減っています。私の周りの
30 世帯で農業後継者がいるのは、わが家だけです。学校の全
校生徒は 40 人、約 300 世帯の集落ですが、40 歳以下の専業
農家は 6 名です。テクノロジーを投入しないと農家経営はどんど
ん厳しさを増すばかり。
　今の状態を保つことさえ、5 年 10 年先は無理ではないかと思
う中で、世間でよく言われるのが、GDPを保ちたい、もしくは食
料自給率を上げたいという話です。そのためには海外に高く売
ることだと。
　でも、日本が直面しているのは人口減少です。そうなると農
産物の収穫量も減ります。それなのに、有機農業にすれば手間
をかけた分、収穫量はより減少します。けれど、食べる側も減っ
ています。農林水産省の統計によれば、お米の消費量は 10 万
トンぐらい減っています。
　生産者の顔が見えるようにするのは、すごく簡単なことです。
うちは 100 件、150 件のお客さまに毎月お米をお届けして専業
農家をやれています。生産者が生計を立てるにはお米のキロ単
価が 600 円ないと厳しいといわれています。日本の国力と農地、
生態系サービスを保つためには、無農薬でなくてもそれぐらい
の金額を出さなければならないと思います。うちが 2 倍 3 倍の
農地を耕せるかといったら、耕せないです。家族経営では限界
があります。研修生がいたときもあったのですが、大規模農家
になるよりも2軒 3軒 4軒と5ヘクタールの農家が増えてほしい
です。その人たちに子育てをして、人口が増えるようになってほ
しいじゃないですか。
　私が知っている現役農家さんの最高齢 96 歳くらいです。今年
も作る気でいらっしゃいます。でも、昭和一桁世代の農業従事
者が、あと数年でいなくなるとすると、日本の国民が食べるもの
を確保するためには、どれぐらいの耕作面積で、どれだけ生産
できるか、そのためのコストはいくらかを考えてバックキャスティ

ングしなければなりません。季節外のものを生産するのはその
あとでもいいのではないでしょうか。

但馬　今、個々で話している話が、生物多様性の話という流れ
では来ていますが、僕らの社会が効率的にやりすぎたことによっ
て、多様性がなくなったことによって引き起こされている問題が、
今この壇上で話されているなという感じがあります。鈴木さんの
目から見ていかがですか？

鈴木　20世紀と21世紀の違いは、マスの存在だと思っています。
高い視聴率を稼ぐ番組があったとしても、石けんが何円分売れま
したという経済指標でしか評価されません。一方で、NHK の Eテ
レで深夜にやっている科学番組を見て、10 年に 1人の逸材として
ノーベル賞学者が出るとか、宇宙飛行士になるとかすれば、その
番組のディレクターとかシナリオライターの貢献度たるや、人類の
知に貢献していますよね。そういったものの測り方も鑑みれば、
従来の単一指標のみとリンクした物差し一辺倒でいいのかという
議論はあると思います。
　そのように考えると、農業分野においては、今だと品種と大き
さが基準。ミカン M みたいな物差しで測る中央流通によって救
われる層もいると思う一方で、ファンがファンを呼ぶという意味
でのニッチな流通が正しく機能をしないと、生産者は頑張った分
だけ損をしてしまうことになるので、埋めていく必要があるかな
とは思います。

菊池　生物多様性の観点に話を戻すと、やはり全体の議論が必
要ではあるんです。地域の資源、山形県真室川の山間資源を例
にとれば、この水や山はどうするとか、堆肥をどうやって使うとか、
畜産のし尿を流しているけど、これは有用資源なんじゃないかと
思っています。もっと言えば、僕ら人間のし尿だって、本来は巨
大な資源ですが、循環資源にはなっていません。
　もう一つ個別の売り方論であったり、個別事業者としてのサス
テナビリティであったり、生み出しているバリューは何かという
議論もあると思っています。今は、資源循環的なことに取り組ん
でいることがアドバリュー戦略にもなっているため、ある種の一
体感があるんです。
　僕は昨日までデンマークに行っていたのですが、デンマーク
ではオーガニックと普通の商品の値段が一緒。すごいエココン
シャスだと思って、コストがかさんでいる理解はあるのか聞いて
みたところ、現地の人は何でそんなこと聞くのという感じ。今の
うちからやると 10 年後 15 年後、日本も同じレベルまで追いつ
けると思うと、この手の教育は投資対象かなと思っています。

但馬　本当にそう思います。お一人ずつに質問をお受けしたい
と思います。まずは菊池さんに質問です。環境と成長の両立と
言われましたが、具体的な例を教えてほしいです。

菊池　明確に皆さんが一番よくご存じの Apple でいきましょう。
Apple は二つやっています。一つは Daisy。ぜひ調べていただ
きたいんですけれども、ホームページで Apple の CSR のページ
を見ると、「もう地球からは何も取らない」と書いています。す
ごく広告的だなと思ってよく見たら、世界的に貴金属の値段が上
がっているわけです。金もプラチナも。もう今から掘るよりも、
山ほど配ったパソコンと携帯回収して使えばいい。都市鉱山と呼
ばれているんですが、そっちのほうがはるかにいいじゃないかと
いうことです。
　350 億円ぐらいを再生センターに投資しているんですが、初
年度で 42 億円を回収しています。何が言いたいかというと、そ
れによって彼らの製品の中で重要な比率、重要なマテリアルに
なる貴金属というもの自体を、今までと違うやり方で投資をして、
他社が貴金属の値上がりでコストプレッシャーになるところなの
に、Appleは逆に利益率が上がる。これは分かりやすいですよね。
成長とは、みんな売り上げばっかり考えますが、利益で考えれば
コストダウンも戦略になるじゃないかと思います。
　他にもサーモンゴールドプロジェクトとか、ぜひ調べてみてく
ださい。鉱山の川を守り、そこを泳ぐサーモンを守りながら金を
掘るみたいなこともやっています。先進事例はたくさんあります。
サステナブルと成長戦略というもの自体は、ビジネス戦略に十
分織り込めると理解しています。

但馬　ありがとうございます。では鈴木さんに。熊本も宮崎県
綾町も雪があまり降らない地域ですね。日本の 3 分の 1 は、雪
の影響で冬は農業ができません。エシカルという観点で、寒冷
地産業をプレイアップするSDGs からの切り口を知りたいです。

鈴木　宮崎県綾町の方々は、夏はとにかく川遊びです。私の見立
てですが本当に農業をやっていないですね。気候的には、日差し
が強すぎて農業には向かないんです。なので、1 月 2 月、今ぐら
いがちょうどピーク。あとは土の中に埋めて、春出荷することもあ
ります。フランスの「日本で最も美しい村連合」という NPO は、
地域経済圏をちゃんと独立させられるかを都市の評価基準にして
います。昔でいうと、お城の城主がいて、城主が自分の敷地、エ
リアの中で経済圏を完結できると強くなるわけですが、同じような
思想でいまだに工業も含めた産業をエリア内で止められているか
が評価されています。
　そういうのを考えると、宮崎県綾町は夏の産業がありません。
長野県の蓼科（高原地域）と連携できないかとか、そういうツー
リズム的な話ではなくて、常にサステナブルな形として農業就労
者の行き来ができたらいいねといった話をされていたことはある
と思うんです。私はそこの専門ではなくて詳しくは分からないの
ですが、働きたい人が働ける場所をつくるのはありかもしれな
いと思います。ただ、綾町のほとんどの人は私が知る限り、夏
は遊ぶ。美しい川がありまして、ほとんど遊んでいると思います。
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但馬　それではトークセッション 2 をはじめます。最初に菊池さ
んのお話に耳を傾けましょう。

菊池　僕らもサステナブルという言葉は、多面的で、ぼやっとし
ているなあと思っています。ちょうど先ほど鈴木さんがお話しに
なったとおり、SDGs も同じですが、表現がぼやけていると分か
りにくいというのはあるのではないでしょうか。有機とかオーガ
ニックとか全部そうです。言葉は何か良さそうな響きを持ってい
ますが、ちゃんと理解していないとアクションが取れません。
だから、クリアにテーマを定めることは意識しています。
　例えば、「廃材を利用しましょう」と言われても、どういう世界
観で具体的に何をすればいいのか分かりますか。ビジョンとか
ミッションとかアクションとか表現していますが、それらを比較的
クリアにしていって、その先にいろんなものがつながっていけば
いいかなと。僕自身はいろんな、どちらかと言うと実務レベルの
人間なので、現場でやるときはなおさら具体的な動きをするよ
うにしています。

但馬　セッション 2 は「ビジネスリスクをチャンスに」をテーマ
に話しを進めていきたいと思っています。先ほどのトークセッショ

ン 1 で出てきたのが、まだまだ自分たちが体験できていないか
らこそ、縁遠くなっている生物多様性に関して、より身近なもの
にしていくにはどうすればいいんだろうかという焦点。そして、
価値をどう伝えていくのか。もう一つ話が出たのは、伝えるので
あればファン化していくのがいいのではないかといった意見。実
際にやられている皆さんからすれば、事業として見せていけば
いいのではと思っているかもしれません。ここから議論をどう進
めていきましょうか。

菊池　一ついいですか。広告業界にいる人に言っていいのか分
かりませんが、今までは載っている情報が多かったと思います。
実態とアピールにかい離があるというか。伝えるべき人ではな
い人に伝わっている、伝わり方がゆがんでいる気がします。加え
て触れておきたいのが、これからの時代大切なのは情報の透明
性だということ。インターネットの普及で情報が取得しやすくな
り、透明性を求められるようになりました。僕たちベンチャーも
情報の透明性には気を配っています。
　要するに、実態が伴っていないことに対して、「こんなの噓だ」
と消費者というか、情報の受信者はシビアに見ていると思ってい
ます。企業の CSR は砂漠に水をまくようだと皆さんおっしゃって

いますが、そうではなくて実際に具体的にやっていることを、す
ごく見られています。その意味では、やっているというファクト、
そこの実が伴っているかがポイントです。
　ビジネスリスクとして今、僕はコストの観点から話をしました
が、逆に実態が伴って伝わると、差別化になってチャンスになる
のではないかと感じます。行動が伴って発信している人も企業も
含めて少ないのですが。

鈴木　本当に実際どうだったのかというのは非常に重要だと思
います。「何々セレクションで金賞取りました」みたいな価値の
根拠をどこに求めるかも考えなければならなくなっています。こ
れまでは、人も企業も誰かが定めたものに寄りかかっていた。
特に欧米信仰が強かったのも手伝い、海の向こうのものはいい
と思い込んでいました。国内で作られたもの、特に生鮮品には
何々セレクションなんてありません。
　都市部で消費し、一方で農村、地方で生産するという構図は、
国連が言っている SDGs における北半球で行われる消費と南半
球で行われる生産活動に近い構図なのではないかと思います。
そうすると、消費地である東京、大阪のような都市部のリテール
現場において、生物多様性への配慮度などを含む地方のランド
スケープや状況について、いかに想像しやすいリテールの環境
に持っていくのかではないでしょうか。
　実体験を伴って見えてくるのが、最近言われている就農体験
だったり、民泊だったりするかもしれません。一方でそれはマス
ベースで広がりはしないと思います。だから、残りの大多数の消
費者に対して意識を変えられるアプローチは、都市部のリテー
ルの現場において生産の現場である地方のランドスケープを想
起させる工夫かなと思います。

大津　私は「定置網方式」と呼んでいるのですが、「農業いいよ」
と人を説得しません。農業は大変な仕事ですし、「田舎移住いい
よ」とも簡単には言いません。他人の人生を変える責任を取れ
ませんから。ただ、こんなことやっていますという見本になるよ
うなものを置いておきます。それに興味を示してくれたのが、東
京中目黒にある野菜スイーツの有名店「ポタジエ」でのパティ
シエ。6年間勤めた店を辞めて移住してくれました。

但馬　それはマスのイメージではないですか？ポタジエのイ
メージですよね。

大津　彼女が移住してくれたのは、本当にびっくりしました。農
家のお母さんたちや生活改善クラブみたいなのが開く中途半端
な料理教室とかはいろいろありますが、ポタジエのパティシエが
作ったスイーツのほうが食べてみたいと思うじゃないですか。
　ただ私は、付加価値化、高付加価値化という言葉が好きでは

なくて、省庁は必ず儲かる農業をしよう、そのためには付加価
値を付けようと言うのですが、高付加価値の食べ物を食べられ
る層は少ないですし、高付加価値化は少ないパイの取り合いに
なってしまいます。私は子どもを 4 人育てていますが、家族が
多いとエンゲル係数が高くなり、高付加価値のものは食べられ
ません。1 人でも多くの子どもを産んで育てるのが人口減少を食
い止めることにつながると考えていますが、家族が多くなると産
直のものは食べられないという構造になってほしくないのです。
　だから、取り立てて裕福ではない家庭でも国産の食べ物を食
べられるようになるかは、私たち生産者のビジネスリスクという
よりは、国民の生命のリスクです。「私、農業辞めてもいいですか」
というタイトルの講演をすることがあるのですが、農業を辞めて
も私は困りません。農家の後継者なので田畑はあるし、平飼い
の卵を取れます。困るのは誰ですかと問いかけています。
　簡単に個人でも情報発信できるようになった昨今、私たちは
農地を 1 ヘクタールから 5 ヘクタールへ広げて、それでも収穫
物を全部売り切っているのは、情報発信の努力をしてきたからで
す。でも、もっと大きな市場、つまり都市部のスーパーで普通
の金額で一般市民が買える農産物を届けるには企業レベルの大
きなところが動く必要があります。
　皆さん、企業に勤められている社員さんだって、ご飯食べま
すよね。今一番私たち産直農家にとってのリスクなのは流通コス
トです。流通の在り方を工夫してほしくても農家のおばちゃんが
大企業にいきなり行くわけにいかないです。
こういうところに呼んでいただくから、おかげさまで講演の機会
をいただくのですが、遠くからわざわざ呼ばないで、東京に近
い茨城、千葉、栃木の女性農家にスピーカーとして活動しても
らいたいと思っています。

鈴木　付加価値が罪なわけではなくて、その付加価値に対して、
一つの価格を設定するのが罪だと思います。宮崎県綾町の人たち
に最初に言われたのが、ブロックチェーンを使って農産物が高く
なるのは、良い面と悪い面があるよねと。つまり、「宮崎県綾町
の野菜は高い」というマイナスイメージにつながるリスクもありま
す。大事なのは、情報をどこに届けるか。綾町で行われている生
態系に配慮した農業を支援する人だけに届けたいと。そうすれば、
マイナスイメージが拡散するリスクを伴いません。広報が必要な
いからです。ニッチな情報を特定の人に届けるのは広告ではあり
ません。そういう形であれば落としどころがあります。
　且つ誰が望ましい消費者かというと、PoC に取り組まれた農
家さんたちは完全に無農薬で農業をやると収量が相当不安定に
なります。多いときには 24 パーセントぐらいの減収になってし
まうことも。その課題をクリアするには、「今年は収量落ちるので、
いつもより高いけどいいですか」「いいですよ」という消費者と
の関係が構築できれば、いつもは安く販売しつつも、困ったと

きには助けてもらえる、親戚づきあいのような関係ができるん
じゃないかと思います。
　消費者だって自分のエシカルな食生活が、農家さんにコミット
していることを伝えたいと思うんです。フードサプライチェーンが、
どんどんリテールの複雑化によって流通もしくは調理加工によっ
て分断されています。それをくっつけてあげることで、生産者か
らすれば誰が自分たちの作物のファンとして支援しているのかが
見えてくる。台風が来たり、水害にあったりした際には、多少高
い値段でも買ってもらえるようになります。
　そんな生産者と消費者の関係を構築するための、もう一つの
弊害は定価だと思います。けれども、定価って何でしょう？　い
つも買いに来る近所の子どもに対して、100 円のノートをもっと
安く売ってあげたいと思うことがあるかもしれない。売り手と買
い手の間に信頼関係が成立していないから「定価 100 円」と決
まっているだけで、その 100 円が 80 円にも 120 円にもなるの
は信頼なのかなと思います。

菊池　今の観点でいうと、僕が SENDを作ったとき、5,500 の農
家と 7,500 の個店のレストランをつなげましたが、大手流通の
単一商品、同じブランドで年間通して同じところから仕入れたい
と、はっきり言います。株式投資も一つの銘柄に絞ると一番リス
クが高く、リスクを回避したいのであれば分散投資をします。
　農業も、一カ所から同じブランド、同種同一のものを、定時
定量定質で届けることに頑張りすぎです。そうではなくて一定の
品質の範囲の中で、例えば九州から北海道までリレー出荷でい
いわけです。市場がやっていることを、もう少し細分化してやれ
ば良かっただけの話で、僕たちはどうしたかと言うと、6 カ月か
ら 8 カ月前に需要の予測を立てて、半年後に出荷できる産地に
生産依頼をし、リレーで 1 作物、一時期で 3、4 農家、年間で
4カ所から5カ所、つまり1作物 20 農家ぐらいに分散しました。
　農業は、あなたの作物は品質がいいから、面積 2 倍 3 倍 5
倍にして、もっと生産してくださいと言っても農家さんはおいそ
れとできません。まず土地がありませんし、土が変われば作物
の品質にも影響が出ます。同じ生産者が同じ宮崎県で作ってい
ても、山の上と下では品質がまったく違います。生き物ですから、
日当たりによっても品質は大きく左右されます。にもかかわらず、
そういう無理難題を言うのは、流通側のリテラシーの低さです。
　もっと言えば、消費者のリテラシーの低さも問題です。レストラ
ンのシェフは、レタスが1個300円超えたら使いません。別の野菜、
ナスとかトマトなど安い野菜でサラダを作ります。多様なものが
多様な地域から分散的に届くこと対して、消費者側が分散的な対
応ができないから、どこのスーパーも品揃えが同じになるんです。
全スーパー店舗ごとに扱う商品を全部変えればいいじゃないです
か。そうしたらきっと、熊本のものはこの店で売れる、北海道の
ものはこの店で売れるとなるはずです。それを今ならできるんで
す。人件費がかかるし、オペレーションコストが大変だけど、IT

の力ならできます。SEND は毎日 7500 店管理しています。365日
の配送を指定時間に対応します。IT というのは、ある理想的な姿
を実現させるためのツール。皆さんはそんなの無理だよってあき
らめているのじゃないかなと思っています。
　生産者サイドが無理しないか折り込むのも、すごく重要だと
思っています。例えば、宮崎でいきなり、北の大地で育てる作
物を夏場に育ててくださいと言われても難しいものです。北海道
でマンゴー育てるのは相当大変です。仮に生産できたとしても、
ものすごく高額になってハイバリューの小ロット商品を目指すな
らいいですが、産業全体の設計としては苦しいと思っています。
　その辺のところも含めて、これから議論をしなくてはいけない
のは、生産者サイドが無理をしないかとか、生産物の適地適作
とか、資源側の適量というものを前提に、農家のビジネスユニッ
トを小さくして、横にたくさん作ってそれをつなげるモデルが最
適かなと思っています。

大津　農村は毎年 1 割 ずつ位人口が減っています。私の周りの
30 世帯で農業後継者がいるのは、わが家だけです。学校の全
校生徒は 40 人、約 300 世帯の集落ですが、40 歳以下の専業
農家は 6 名です。テクノロジーを投入しないと農家経営はどんど
ん厳しさを増すばかり。
　今の状態を保つことさえ、5 年 10 年先は無理ではないかと思
う中で、世間でよく言われるのが、GDPを保ちたい、もしくは食
料自給率を上げたいという話です。そのためには海外に高く売
ることだと。
　でも、日本が直面しているのは人口減少です。そうなると農
産物の収穫量も減ります。それなのに、有機農業にすれば手間
をかけた分、収穫量はより減少します。けれど、食べる側も減っ
ています。農林水産省の統計によれば、お米の消費量は 10 万
トンぐらい減っています。
　生産者の顔が見えるようにするのは、すごく簡単なことです。
うちは 100 件、150 件のお客さまに毎月お米をお届けして専業
農家をやれています。生産者が生計を立てるにはお米のキロ単
価が 600 円ないと厳しいといわれています。日本の国力と農地、
生態系サービスを保つためには、無農薬でなくてもそれぐらい
の金額を出さなければならないと思います。うちが 2 倍 3 倍の
農地を耕せるかといったら、耕せないです。家族経営では限界
があります。研修生がいたときもあったのですが、大規模農家
になるよりも2軒 3軒 4軒と5ヘクタールの農家が増えてほしい
です。その人たちに子育てをして、人口が増えるようになってほ
しいじゃないですか。
　私が知っている現役農家さんの最高齢 96 歳くらいです。今年
も作る気でいらっしゃいます。でも、昭和一桁世代の農業従事
者が、あと数年でいなくなるとすると、日本の国民が食べるもの
を確保するためには、どれぐらいの耕作面積で、どれだけ生産
できるか、そのためのコストはいくらかを考えてバックキャスティ

ングしなければなりません。季節外のものを生産するのはその
あとでもいいのではないでしょうか。

但馬　今、個々で話している話が、生物多様性の話という流れ
では来ていますが、僕らの社会が効率的にやりすぎたことによっ
て、多様性がなくなったことによって引き起こされている問題が、
今この壇上で話されているなという感じがあります。鈴木さんの
目から見ていかがですか？

鈴木　20世紀と21世紀の違いは、マスの存在だと思っています。
高い視聴率を稼ぐ番組があったとしても、石けんが何円分売れま
したという経済指標でしか評価されません。一方で、NHK の Eテ
レで深夜にやっている科学番組を見て、10 年に 1人の逸材として
ノーベル賞学者が出るとか、宇宙飛行士になるとかすれば、その
番組のディレクターとかシナリオライターの貢献度たるや、人類の
知に貢献していますよね。そういったものの測り方も鑑みれば、
従来の単一指標のみとリンクした物差し一辺倒でいいのかという
議論はあると思います。
　そのように考えると、農業分野においては、今だと品種と大き
さが基準。ミカン M みたいな物差しで測る中央流通によって救
われる層もいると思う一方で、ファンがファンを呼ぶという意味
でのニッチな流通が正しく機能をしないと、生産者は頑張った分
だけ損をしてしまうことになるので、埋めていく必要があるかな
とは思います。

菊池　生物多様性の観点に話を戻すと、やはり全体の議論が必
要ではあるんです。地域の資源、山形県真室川の山間資源を例
にとれば、この水や山はどうするとか、堆肥をどうやって使うとか、
畜産のし尿を流しているけど、これは有用資源なんじゃないかと
思っています。もっと言えば、僕ら人間のし尿だって、本来は巨
大な資源ですが、循環資源にはなっていません。
　もう一つ個別の売り方論であったり、個別事業者としてのサス
テナビリティであったり、生み出しているバリューは何かという
議論もあると思っています。今は、資源循環的なことに取り組ん
でいることがアドバリュー戦略にもなっているため、ある種の一
体感があるんです。
　僕は昨日までデンマークに行っていたのですが、デンマーク
ではオーガニックと普通の商品の値段が一緒。すごいエココン
シャスだと思って、コストがかさんでいる理解はあるのか聞いて
みたところ、現地の人は何でそんなこと聞くのという感じ。今の
うちからやると 10 年後 15 年後、日本も同じレベルまで追いつ
けると思うと、この手の教育は投資対象かなと思っています。

但馬　本当にそう思います。お一人ずつに質問をお受けしたい
と思います。まずは菊池さんに質問です。環境と成長の両立と
言われましたが、具体的な例を教えてほしいです。

菊池　明確に皆さんが一番よくご存じの Apple でいきましょう。
Apple は二つやっています。一つは Daisy。ぜひ調べていただ
きたいんですけれども、ホームページで Apple の CSR のページ
を見ると、「もう地球からは何も取らない」と書いています。す
ごく広告的だなと思ってよく見たら、世界的に貴金属の値段が上
がっているわけです。金もプラチナも。もう今から掘るよりも、
山ほど配ったパソコンと携帯回収して使えばいい。都市鉱山と呼
ばれているんですが、そっちのほうがはるかにいいじゃないかと
いうことです。
　350 億円ぐらいを再生センターに投資しているんですが、初
年度で 42 億円を回収しています。何が言いたいかというと、そ
れによって彼らの製品の中で重要な比率、重要なマテリアルに
なる貴金属というもの自体を、今までと違うやり方で投資をして、
他社が貴金属の値上がりでコストプレッシャーになるところなの
に、Appleは逆に利益率が上がる。これは分かりやすいですよね。
成長とは、みんな売り上げばっかり考えますが、利益で考えれば
コストダウンも戦略になるじゃないかと思います。
　他にもサーモンゴールドプロジェクトとか、ぜひ調べてみてく
ださい。鉱山の川を守り、そこを泳ぐサーモンを守りながら金を
掘るみたいなこともやっています。先進事例はたくさんあります。
サステナブルと成長戦略というもの自体は、ビジネス戦略に十
分織り込めると理解しています。

但馬　ありがとうございます。では鈴木さんに。熊本も宮崎県
綾町も雪があまり降らない地域ですね。日本の 3 分の 1 は、雪
の影響で冬は農業ができません。エシカルという観点で、寒冷
地産業をプレイアップするSDGs からの切り口を知りたいです。

鈴木　宮崎県綾町の方々は、夏はとにかく川遊びです。私の見立
てですが本当に農業をやっていないですね。気候的には、日差し
が強すぎて農業には向かないんです。なので、1 月 2 月、今ぐら
いがちょうどピーク。あとは土の中に埋めて、春出荷することもあ
ります。フランスの「日本で最も美しい村連合」という NPO は、
地域経済圏をちゃんと独立させられるかを都市の評価基準にして
います。昔でいうと、お城の城主がいて、城主が自分の敷地、エ
リアの中で経済圏を完結できると強くなるわけですが、同じような
思想でいまだに工業も含めた産業をエリア内で止められているか
が評価されています。
　そういうのを考えると、宮崎県綾町は夏の産業がありません。
長野県の蓼科（高原地域）と連携できないかとか、そういうツー
リズム的な話ではなくて、常にサステナブルな形として農業就労
者の行き来ができたらいいねといった話をされていたことはある
と思うんです。私はそこの専門ではなくて詳しくは分からないの
ですが、働きたい人が働ける場所をつくるのはありかもしれな
いと思います。ただ、綾町のほとんどの人は私が知る限り、夏
は遊ぶ。美しい川がありまして、ほとんど遊んでいると思います。
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但馬　最初に、久保さんから、トークセッション1とトークセッショ
ン 2 を含めた、全体の感想をお聞かせいただいてもよろしいで
すか。

久保室長　環境政策室長をしております久保と申します。今日は
ご来場いただきまして、ありがとうございました。非常に面白かっ
たです。生物多様性については、これからいろんなチャンスで
もあると信じています。ただ、今日も何回か出てきましたが、伝
えることの難しさがあると思います。伝えることさえできれば、企
業経営に統合しやすくなるでしょうが、そこの難しさが非常に大
きいと感じます。
　先ほどのブロックチェーンの話も興味深く聞いていました。今
日、皆さまがどのぐらい面白いと思ってくださり、それをどの程度、
持ち帰って具体的なアクションにつなげようと思ってもらえるか、
それが鍵かなと感じました。

橋本　ありがとうございます。私が非常に印象的だったのはトー
クセッション 2 です。最初の私の発表、あるいはその後のビジ
ネスの話を中心に考えていると、生産者や農山漁村で生活をし
ている人たちの生活をどう支えるのかという部分が、なかなか見
えてこないところだったのですが、トークセッション 2 でスポット
があてられていました。
　生物多様性保全をしながら、あるいは環境保全しながら、い
かにしてそこで暮らし、生活の基盤を作っていくのか。そういう
ところに今の新しい技術が貢献しうる、新しい価値観を育んでい
く余地があるという点が非常に印象的でした。

河口　高付加価値に関する話にも非常に刺激を受けたのです
が、全体を通じて感じるのは、私たちの生活の外に生物多様性
があると、みんな思っているのかなという疑問です。私は、いろ
いろなところで話をする機会があるのですが「環境問題に取り組
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んであげている」といった姿勢を感じるときがあります。「地球
に優しく」と言われても、地球誕生からの 46 億年を 1 年に置き
換えると、1 万年という人間の農耕生活なんていうのは最後の 1
分。産業革命以降の今の暮らしなんて、1 秒とか 2 秒です。地
球からしたら大した問題ではないと考えている節もあるのかなと
感じます。
　翻して考えてみれば、地球が 46 億年かけて今の状況を作って
くれたから人間は生きられるんです。私たちの歴史は、それぞ
れの地域にある生物多様性をいかに存続させながら暮らしてい
くかの集積でしかありません。46 億年の 250 年ぐらい気にしな
くてもどうにかなるとか、都会と農村地域が離れた結果、経済が
世界の中心みたいに思い込んでいるとか、すごく危ないなと思っ
ています。
　農業の高付加価値化に関しては、これだけ異常気象が続いて
いると、高付加価値化どころか食糧危機が到来してもおかしくな

いのかなという気さえしています。今、アフリカはバッタの大群
に襲われています。1,200 万人が餓死するかもしれないとさえ囁
かれています。これだけ異常気象が多くなると、農産物を生産
できなくなるリスクが出てきます。企業は既に、農産物の生産に
関して影響を受けています。
　3 年前に私が書いたコラムの中で、ポテトチップと阿闍梨餅
にふれました。2017 年、北海道で大雨が降ってジャガイモが採
れなくなったことがありました。日本のポテトチップメーカーは
「国産」にこだわっていたがために減産せざるを得なくなりまし
た。
　同様に、丹波の黒豆で作っている京都で有名な阿闍梨餅も異
常気象で原料が採れなくなり、週に一度の減産を余儀なくされ
ました。どちらも嗜好品だから生活に支障をきたすことはありま
せんでしたが、異常気象による減産のリスクも考えると、生物多
様性は大事にしなければなりません。農産物の高付加価値どこ
ろではすまなくなる可能性があります。
　とはいえ、高付加価値の観点で考えるなら、私は今後見据え
なければならないのは、先ほどのお話にもあった京都の老舗料
亭モデルだと思います。老舗の料亭は、無闇に店を増やしません。
無計画に増やすと質が落ちるからです。1 つの店舗で最高級の
サービスと味を提供しています。ここに関わっているステークホ
ルダー、板前さんも、業者さんも、お客さんも、みんなハッピー
になっている。
お金が回るから、それ以上増やさなくてもいいんです。農業に
ついても同じことが言えて、やたらと農家を増やそうとするので
はなく、うまくお金を回して、みんながハッピーになるような仕
組みに切り替えていかなければならないと思います。
　先ほどもお話があったように、農業は個別でそれぞれ違うの
に単一化して増やす、つまり工業化しようとするからうまくいか
ないのです。今までは自然環境にゆとりがあったから、農業の
大規模化を受け入れられてきました。しかし、それができなくなっ
たときのことを考えて逆に転換をしていく。そのためには、多様
性というものをいかに生かしていくかという視点が大事かなと感
じました。

久保　今、持続可能な生産消費のあり方検討会というのをやっ
ているのですが、生産と消費に危機があると感じて立ち上げまし
た。キュウリ1本が目の前にあったとして、その生産背景、例えば、

どこで採れたかとか、誰がどうやって作っているとかが見えてこ
ない。お金を払ってキュウリを得るという、非常に単純化してい
るところに問題があります。
　まさに生物多様性も同じです。生物多様性を大事にしながら
生産している農家が作ったキュウリも、生物多様性をまったく考
慮せずに作ったキュウリも、その差が見えてきません。やはり「伝
える」というのがキーワードの一つなのかなと思いました。

但馬　リスクをどうチャンスにするかというのが、トークセッショ
ン2においてテーマとなりましたが、生物多様性に関していうと、
リスクがまだまだ知られていないからこそ、可視化していく必要
があるという話がありました。可視化することによって生物多様
性が自分ごとになっていき、それによって今度はチャンスと捉え
る人が出てくる。本日参加していただいた皆さまのような人たち
がビジネスチャンスとして捉えて挑戦してくれます。その際にテク
ノロジーを活用するという構図があると思います。
　では誰が挑戦するのかといったときに、いわゆる農家の立場
で挑戦してらっしゃる。いやでも挑戦というのはそこにジョインし
て、要は自分として。母としてなのか、それとも妻としてなのか、
どのプレーヤーでも挑戦は始まるんですが。そういう意味で言う
と、ご自身の挑戦として今やられている物語が、ずっとあったん
だろうなと思っています。どうしても遠くなりがちな話を、もう少
し現実的なほうに戻して話を振りたいなと思います。大津さん、
いかがでしょうか？
 
大津　先ほど農村の暮らしを支えるとの発言がありましたが、む
しろ支えているのは農家の方なんです。もともと生物多様性は本
当に宝庫のようにあって、そこに幸か不幸か、人間という存在が
現れて生物多様性に危機をもたらしながら日々暮らしはじめまし
た。地球の自然の懐が深いので、私たち人間の手が入っても、
なお半自然と呼べるような里山などの新しい生態系を生み出して
くれました。その恩恵で私たちは農産物を作っているわけです。
ただ危機として感じるのは、農業サイドで生物多様性に関する
高い意識を持っている人は少ないという事実です。何が悪いど
ちらが正しいという問題ではなく、教育に格差があるのかと思う
ことがあります。

　先ほどから、消費者が求めるものを作るのが生産者であり、
それは工業であろうが農業であろうが変わらないという意見が出
ております。農業に関していえば、求められてない、もしくは生
産に対してインセンティブがない状況なので、私は先祖代々農
家を営んでいる先輩、先人たちを本当に尊敬しています。すご
い技術者だなと思います。けれども、生物多様性を意識して農
業を営んでいる農家は、今の日本にはほとんどいないと思って
います。
　私は、ドイツで 3 年半暮らしていました。ドイツの片田舎へ
遊びに行ったとき、現地で暮らす男性が「この景観、この生態
系を維持しているのは俺だから」といった趣旨の話をしてくれま
した。ドイツ国民がみんな環境に対して高い意識を持っている
のかなと思いましたが、ドイツの農林水産省にあたる「連邦食糧・
農業省」が補助金を出すときに、有機栽培や粗放栽培といった
環境に悪影響を与えないとされている農法を実践している人が
優先されるようです。それが 20 年以上の年月を費やして、農家
の意識を変えたという現状があります。
　逆に生態系への配慮を重視するあまり、農産物を生産すると
いう本来の機能に対する役割が軽視されているとは言いません
が、優先順位が低いと指摘する声もあります。そもそも農家は
農産物を作るのが生業です。ヨーロッパの施策には「サステナ
ブル」が行き過ぎているという現実も見え隠れしています。
　とはいえ、日本とヨーロッパとでは、気候が異なります。自然
を制することができるヨーロッパに比べ、モンスーン気候の日本
では、いかに自然によるインパクトを減らすかが最初にあります。
日本で有機農業をしていたら草との戦いです。本当に飽くなき草
との戦いです。でも、それを理解したうえで、「私たちがこの地
球という場を借りて、食べていくうえでやることなんだ」と、胸
を張れる農家仲間が増えたらいいなと思います。

但馬　最後になりますが、何か一言ずついただけたらなと思い
ます。以前も話したことですが、デビット・ブラウワーという人
が「死んだ地球にはどんなビジネスも成立しない」という言葉
を残しています。ここに登壇している皆さまも何かしらビジネス
を営んでいる、あるいはビジネスのサービスを受けて生きてい
る方々です。今日を締めくくる形で自分の立場というよりも、個

人としてこの言葉をギフトにして終わりたいみたいな一言をいた
だければ幸いです。受け取った人たちが同じ地球の中で生きて
いる一員として、新たなチャレンジに歩み出してくれればいいか
なと思っています。

大津　自然界の大原則として、変われるものしか生き残れない
というのがあります。生物としての種であろうが企業であろうが
農家であろうが、そのときの状況に応じて変わっていくだけのこ
となのかなというのが個人的な感想です。

久保　今日の第 1 部での阿部さんの話。何をリスクと呼んでい
るのかについてですが、私にとってのリスクは生物多様性を失う
こと。生物多様性は農林水産業、そして食品産業の基盤そのも
のです。これが失われては生業が成り立ちません。これだけは
みんなと共有しておきたいです。
　そのうえで、先ほどの話にありましたネスレさんが企業責任と
して調達責任を果たされているという事実。グローバルな世界
なので、いずれ日本の企業にも対応が求められていくと思いま
す。それはある意味リスクでもあるし、ある意味チャンスでもあ
ると思っています。その取り組みの全体で、生物多様性が豊か
になって、日本の食品産業と農林水産業が豊かになる。こういう
図式を目指していきたいと考えています。

河口　こういう場でお話しをする際、「会場の皆さんはどういう
立場で来ていますか？」と質問することがあります。いつも企業、
研究者、NGO などいろんな立場の人がいますが、消費者の立
場として参加した人がいるかと尋ねても、女性しか手を挙げませ
ん。やはり食というのはビジネスでもありますが、それ以前にす
べての人間にとっての基本です。食べ物はどこからもらっている
のかというと、この大自然の恵みでしかないです。だからこその
原点。儲けの手段だけではなくて、食のありがたさを最初に考
えると、もっといろんな技術や戦術的な話がいい方向にいくかな
と思っています。

橋本　いま気候変動で起きていることは、いずれ生物多様性や
ビジネスにも起きるであろうと私も確信しています。枠組みがで
きたところに、生物多様性の情報を付加していくという、企業の
財務情報開示も、非常にやりやすくなってくると思うので、恐ら
く今後、10 年 20 年で進んでいくのだろうなと認識しながら仕事
をしているところです。
　今日は本当に、グローバルなレベルの話から、国内での農業
生産の話、個別の地域、農業者の方の話までありましたが、そ
れぞれ解釈の仕方や受け取った印象は、違うと思いますが、ぜ
ひとも、何かの新しい行動に、つなげていただきたいなと思い
ます。

但馬　最初にお話ししたとおり、パートナーシップ17というのは、
とても大きな課題です。この大きな課題は、1 人や 1 社では解
決できないテーマ。ぜひみんなで一緒になって解決していける
ような取り組みにしたいなと思っています。ご登壇いただいた方
に、拍手をして終わりたいと思います。皆さん、どうもありがと
うございました。
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但馬　最初に、久保さんから、トークセッション1とトークセッショ
ン 2 を含めた、全体の感想をお聞かせいただいてもよろしいで
すか。

久保室長　環境政策室長をしております久保と申します。今日は
ご来場いただきまして、ありがとうございました。非常に面白かっ
たです。生物多様性については、これからいろんなチャンスで
もあると信じています。ただ、今日も何回か出てきましたが、伝
えることの難しさがあると思います。伝えることさえできれば、企
業経営に統合しやすくなるでしょうが、そこの難しさが非常に大
きいと感じます。
　先ほどのブロックチェーンの話も興味深く聞いていました。今
日、皆さまがどのぐらい面白いと思ってくださり、それをどの程度、
持ち帰って具体的なアクションにつなげようと思ってもらえるか、
それが鍵かなと感じました。

橋本　ありがとうございます。私が非常に印象的だったのはトー
クセッション 2 です。最初の私の発表、あるいはその後のビジ
ネスの話を中心に考えていると、生産者や農山漁村で生活をし
ている人たちの生活をどう支えるのかという部分が、なかなか見
えてこないところだったのですが、トークセッション 2 でスポット
があてられていました。
　生物多様性保全をしながら、あるいは環境保全しながら、い
かにしてそこで暮らし、生活の基盤を作っていくのか。そういう
ところに今の新しい技術が貢献しうる、新しい価値観を育んでい
く余地があるという点が非常に印象的でした。

河口　高付加価値に関する話にも非常に刺激を受けたのです
が、全体を通じて感じるのは、私たちの生活の外に生物多様性
があると、みんな思っているのかなという疑問です。私は、いろ
いろなところで話をする機会があるのですが「環境問題に取り組
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んであげている」といった姿勢を感じるときがあります。「地球
に優しく」と言われても、地球誕生からの 46 億年を 1 年に置き
換えると、1 万年という人間の農耕生活なんていうのは最後の 1
分。産業革命以降の今の暮らしなんて、1 秒とか 2 秒です。地
球からしたら大した問題ではないと考えている節もあるのかなと
感じます。
　翻して考えてみれば、地球が 46 億年かけて今の状況を作って
くれたから人間は生きられるんです。私たちの歴史は、それぞ
れの地域にある生物多様性をいかに存続させながら暮らしてい
くかの集積でしかありません。46 億年の 250 年ぐらい気にしな
くてもどうにかなるとか、都会と農村地域が離れた結果、経済が
世界の中心みたいに思い込んでいるとか、すごく危ないなと思っ
ています。
　農業の高付加価値化に関しては、これだけ異常気象が続いて
いると、高付加価値化どころか食糧危機が到来してもおかしくな

いのかなという気さえしています。今、アフリカはバッタの大群
に襲われています。1,200 万人が餓死するかもしれないとさえ囁
かれています。これだけ異常気象が多くなると、農産物を生産
できなくなるリスクが出てきます。企業は既に、農産物の生産に
関して影響を受けています。
　3 年前に私が書いたコラムの中で、ポテトチップと阿闍梨餅
にふれました。2017 年、北海道で大雨が降ってジャガイモが採
れなくなったことがありました。日本のポテトチップメーカーは
「国産」にこだわっていたがために減産せざるを得なくなりまし
た。
　同様に、丹波の黒豆で作っている京都で有名な阿闍梨餅も異
常気象で原料が採れなくなり、週に一度の減産を余儀なくされ
ました。どちらも嗜好品だから生活に支障をきたすことはありま
せんでしたが、異常気象による減産のリスクも考えると、生物多
様性は大事にしなければなりません。農産物の高付加価値どこ
ろではすまなくなる可能性があります。
　とはいえ、高付加価値の観点で考えるなら、私は今後見据え
なければならないのは、先ほどのお話にもあった京都の老舗料
亭モデルだと思います。老舗の料亭は、無闇に店を増やしません。
無計画に増やすと質が落ちるからです。1 つの店舗で最高級の
サービスと味を提供しています。ここに関わっているステークホ
ルダー、板前さんも、業者さんも、お客さんも、みんなハッピー
になっている。
お金が回るから、それ以上増やさなくてもいいんです。農業に
ついても同じことが言えて、やたらと農家を増やそうとするので
はなく、うまくお金を回して、みんながハッピーになるような仕
組みに切り替えていかなければならないと思います。
　先ほどもお話があったように、農業は個別でそれぞれ違うの
に単一化して増やす、つまり工業化しようとするからうまくいか
ないのです。今までは自然環境にゆとりがあったから、農業の
大規模化を受け入れられてきました。しかし、それができなくなっ
たときのことを考えて逆に転換をしていく。そのためには、多様
性というものをいかに生かしていくかという視点が大事かなと感
じました。

久保　今、持続可能な生産消費のあり方検討会というのをやっ
ているのですが、生産と消費に危機があると感じて立ち上げまし
た。キュウリ1本が目の前にあったとして、その生産背景、例えば、

どこで採れたかとか、誰がどうやって作っているとかが見えてこ
ない。お金を払ってキュウリを得るという、非常に単純化してい
るところに問題があります。
　まさに生物多様性も同じです。生物多様性を大事にしながら
生産している農家が作ったキュウリも、生物多様性をまったく考
慮せずに作ったキュウリも、その差が見えてきません。やはり「伝
える」というのがキーワードの一つなのかなと思いました。

但馬　リスクをどうチャンスにするかというのが、トークセッショ
ン2においてテーマとなりましたが、生物多様性に関していうと、
リスクがまだまだ知られていないからこそ、可視化していく必要
があるという話がありました。可視化することによって生物多様
性が自分ごとになっていき、それによって今度はチャンスと捉え
る人が出てくる。本日参加していただいた皆さまのような人たち
がビジネスチャンスとして捉えて挑戦してくれます。その際にテク
ノロジーを活用するという構図があると思います。
　では誰が挑戦するのかといったときに、いわゆる農家の立場
で挑戦してらっしゃる。いやでも挑戦というのはそこにジョインし
て、要は自分として。母としてなのか、それとも妻としてなのか、
どのプレーヤーでも挑戦は始まるんですが。そういう意味で言う
と、ご自身の挑戦として今やられている物語が、ずっとあったん
だろうなと思っています。どうしても遠くなりがちな話を、もう少
し現実的なほうに戻して話を振りたいなと思います。大津さん、
いかがでしょうか？
 
大津　先ほど農村の暮らしを支えるとの発言がありましたが、む
しろ支えているのは農家の方なんです。もともと生物多様性は本
当に宝庫のようにあって、そこに幸か不幸か、人間という存在が
現れて生物多様性に危機をもたらしながら日々暮らしはじめまし
た。地球の自然の懐が深いので、私たち人間の手が入っても、
なお半自然と呼べるような里山などの新しい生態系を生み出して
くれました。その恩恵で私たちは農産物を作っているわけです。
ただ危機として感じるのは、農業サイドで生物多様性に関する
高い意識を持っている人は少ないという事実です。何が悪いど
ちらが正しいという問題ではなく、教育に格差があるのかと思う
ことがあります。

　先ほどから、消費者が求めるものを作るのが生産者であり、
それは工業であろうが農業であろうが変わらないという意見が出
ております。農業に関していえば、求められてない、もしくは生
産に対してインセンティブがない状況なので、私は先祖代々農
家を営んでいる先輩、先人たちを本当に尊敬しています。すご
い技術者だなと思います。けれども、生物多様性を意識して農
業を営んでいる農家は、今の日本にはほとんどいないと思って
います。
　私は、ドイツで 3 年半暮らしていました。ドイツの片田舎へ
遊びに行ったとき、現地で暮らす男性が「この景観、この生態
系を維持しているのは俺だから」といった趣旨の話をしてくれま
した。ドイツ国民がみんな環境に対して高い意識を持っている
のかなと思いましたが、ドイツの農林水産省にあたる「連邦食糧・
農業省」が補助金を出すときに、有機栽培や粗放栽培といった
環境に悪影響を与えないとされている農法を実践している人が
優先されるようです。それが 20 年以上の年月を費やして、農家
の意識を変えたという現状があります。
　逆に生態系への配慮を重視するあまり、農産物を生産すると
いう本来の機能に対する役割が軽視されているとは言いません
が、優先順位が低いと指摘する声もあります。そもそも農家は
農産物を作るのが生業です。ヨーロッパの施策には「サステナ
ブル」が行き過ぎているという現実も見え隠れしています。
　とはいえ、日本とヨーロッパとでは、気候が異なります。自然
を制することができるヨーロッパに比べ、モンスーン気候の日本
では、いかに自然によるインパクトを減らすかが最初にあります。
日本で有機農業をしていたら草との戦いです。本当に飽くなき草
との戦いです。でも、それを理解したうえで、「私たちがこの地
球という場を借りて、食べていくうえでやることなんだ」と、胸
を張れる農家仲間が増えたらいいなと思います。

但馬　最後になりますが、何か一言ずついただけたらなと思い
ます。以前も話したことですが、デビット・ブラウワーという人
が「死んだ地球にはどんなビジネスも成立しない」という言葉
を残しています。ここに登壇している皆さまも何かしらビジネス
を営んでいる、あるいはビジネスのサービスを受けて生きてい
る方々です。今日を締めくくる形で自分の立場というよりも、個

人としてこの言葉をギフトにして終わりたいみたいな一言をいた
だければ幸いです。受け取った人たちが同じ地球の中で生きて
いる一員として、新たなチャレンジに歩み出してくれればいいか
なと思っています。

大津　自然界の大原則として、変われるものしか生き残れない
というのがあります。生物としての種であろうが企業であろうが
農家であろうが、そのときの状況に応じて変わっていくだけのこ
となのかなというのが個人的な感想です。

久保　今日の第 1 部での阿部さんの話。何をリスクと呼んでい
るのかについてですが、私にとってのリスクは生物多様性を失う
こと。生物多様性は農林水産業、そして食品産業の基盤そのも
のです。これが失われては生業が成り立ちません。これだけは
みんなと共有しておきたいです。
　そのうえで、先ほどの話にありましたネスレさんが企業責任と
して調達責任を果たされているという事実。グローバルな世界
なので、いずれ日本の企業にも対応が求められていくと思いま
す。それはある意味リスクでもあるし、ある意味チャンスでもあ
ると思っています。その取り組みの全体で、生物多様性が豊か
になって、日本の食品産業と農林水産業が豊かになる。こういう
図式を目指していきたいと考えています。

河口　こういう場でお話しをする際、「会場の皆さんはどういう
立場で来ていますか？」と質問することがあります。いつも企業、
研究者、NGO などいろんな立場の人がいますが、消費者の立
場として参加した人がいるかと尋ねても、女性しか手を挙げませ
ん。やはり食というのはビジネスでもありますが、それ以前にす
べての人間にとっての基本です。食べ物はどこからもらっている
のかというと、この大自然の恵みでしかないです。だからこその
原点。儲けの手段だけではなくて、食のありがたさを最初に考
えると、もっといろんな技術や戦術的な話がいい方向にいくかな
と思っています。

橋本　いま気候変動で起きていることは、いずれ生物多様性や
ビジネスにも起きるであろうと私も確信しています。枠組みがで
きたところに、生物多様性の情報を付加していくという、企業の
財務情報開示も、非常にやりやすくなってくると思うので、恐ら
く今後、10 年 20 年で進んでいくのだろうなと認識しながら仕事
をしているところです。
　今日は本当に、グローバルなレベルの話から、国内での農業
生産の話、個別の地域、農業者の方の話までありましたが、そ
れぞれ解釈の仕方や受け取った印象は、違うと思いますが、ぜ
ひとも、何かの新しい行動に、つなげていただきたいなと思い
ます。

但馬　最初にお話ししたとおり、パートナーシップ17というのは、
とても大きな課題です。この大きな課題は、1 人や 1 社では解
決できないテーマ。ぜひみんなで一緒になって解決していける
ような取り組みにしたいなと思っています。ご登壇いただいた方
に、拍手をして終わりたいと思います。皆さん、どうもありがと
うございました。
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但馬　最初に、久保さんから、トークセッション1とトークセッショ
ン 2 を含めた、全体の感想をお聞かせいただいてもよろしいで
すか。

久保室長　環境政策室長をしております久保と申します。今日は
ご来場いただきまして、ありがとうございました。非常に面白かっ
たです。生物多様性については、これからいろんなチャンスで
もあると信じています。ただ、今日も何回か出てきましたが、伝
えることの難しさがあると思います。伝えることさえできれば、企
業経営に統合しやすくなるでしょうが、そこの難しさが非常に大
きいと感じます。
　先ほどのブロックチェーンの話も興味深く聞いていました。今
日、皆さまがどのぐらい面白いと思ってくださり、それをどの程度、
持ち帰って具体的なアクションにつなげようと思ってもらえるか、
それが鍵かなと感じました。

橋本　ありがとうございます。私が非常に印象的だったのはトー
クセッション 2 です。最初の私の発表、あるいはその後のビジ
ネスの話を中心に考えていると、生産者や農山漁村で生活をし
ている人たちの生活をどう支えるのかという部分が、なかなか見
えてこないところだったのですが、トークセッション 2 でスポット
があてられていました。
　生物多様性保全をしながら、あるいは環境保全しながら、い
かにしてそこで暮らし、生活の基盤を作っていくのか。そういう
ところに今の新しい技術が貢献しうる、新しい価値観を育んでい
く余地があるという点が非常に印象的でした。

河口　高付加価値に関する話にも非常に刺激を受けたのです
が、全体を通じて感じるのは、私たちの生活の外に生物多様性
があると、みんな思っているのかなという疑問です。私は、いろ
いろなところで話をする機会があるのですが「環境問題に取り組

んであげている」といった姿勢を感じるときがあります。「地球
に優しく」と言われても、地球誕生からの 46 億年を 1 年に置き
換えると、1 万年という人間の農耕生活なんていうのは最後の 1
分。産業革命以降の今の暮らしなんて、1 秒とか 2 秒です。地
球からしたら大した問題ではないと考えている節もあるのかなと
感じます。
　翻して考えてみれば、地球が 46 億年かけて今の状況を作って
くれたから人間は生きられるんです。私たちの歴史は、それぞ
れの地域にある生物多様性をいかに存続させながら暮らしてい
くかの集積でしかありません。46 億年の 250 年ぐらい気にしな
くてもどうにかなるとか、都会と農村地域が離れた結果、経済が
世界の中心みたいに思い込んでいるとか、すごく危ないなと思っ
ています。
　農業の高付加価値化に関しては、これだけ異常気象が続いて
いると、高付加価値化どころか食糧危機が到来してもおかしくな

いのかなという気さえしています。今、アフリカはバッタの大群
に襲われています。1,200 万人が餓死するかもしれないとさえ囁
かれています。これだけ異常気象が多くなると、農産物を生産
できなくなるリスクが出てきます。企業は既に、農産物の生産に
関して影響を受けています。
　3 年前に私が書いたコラムの中で、ポテトチップと阿闍梨餅
にふれました。2017 年、北海道で大雨が降ってジャガイモが採
れなくなったことがありました。日本のポテトチップメーカーは
「国産」にこだわっていたがために減産せざるを得なくなりまし
た。
　同様に、丹波の黒豆で作っている京都で有名な阿闍梨餅も異
常気象で原料が採れなくなり、週に一度の減産を余儀なくされ
ました。どちらも嗜好品だから生活に支障をきたすことはありま
せんでしたが、異常気象による減産のリスクも考えると、生物多
様性は大事にしなければなりません。農産物の高付加価値どこ
ろではすまなくなる可能性があります。
　とはいえ、高付加価値の観点で考えるなら、私は今後見据え
なければならないのは、先ほどのお話にもあった京都の老舗料
亭モデルだと思います。老舗の料亭は、無闇に店を増やしません。
無計画に増やすと質が落ちるからです。1 つの店舗で最高級の
サービスと味を提供しています。ここに関わっているステークホ
ルダー、板前さんも、業者さんも、お客さんも、みんなハッピー
になっている。
お金が回るから、それ以上増やさなくてもいいんです。農業に
ついても同じことが言えて、やたらと農家を増やそうとするので
はなく、うまくお金を回して、みんながハッピーになるような仕
組みに切り替えていかなければならないと思います。
　先ほどもお話があったように、農業は個別でそれぞれ違うの
に単一化して増やす、つまり工業化しようとするからうまくいか
ないのです。今までは自然環境にゆとりがあったから、農業の
大規模化を受け入れられてきました。しかし、それができなくなっ
たときのことを考えて逆に転換をしていく。そのためには、多様
性というものをいかに生かしていくかという視点が大事かなと感
じました。

久保　今、持続可能な生産消費のあり方検討会というのをやっ
ているのですが、生産と消費に危機があると感じて立ち上げまし
た。キュウリ1本が目の前にあったとして、その生産背景、例えば、

どこで採れたかとか、誰がどうやって作っているとかが見えてこ
ない。お金を払ってキュウリを得るという、非常に単純化してい
るところに問題があります。
　まさに生物多様性も同じです。生物多様性を大事にしながら
生産している農家が作ったキュウリも、生物多様性をまったく考
慮せずに作ったキュウリも、その差が見えてきません。やはり「伝
える」というのがキーワードの一つなのかなと思いました。

但馬　リスクをどうチャンスにするかというのが、トークセッショ
ン2においてテーマとなりましたが、生物多様性に関していうと、
リスクがまだまだ知られていないからこそ、可視化していく必要
があるという話がありました。可視化することによって生物多様
性が自分ごとになっていき、それによって今度はチャンスと捉え
る人が出てくる。本日参加していただいた皆さまのような人たち
がビジネスチャンスとして捉えて挑戦してくれます。その際にテク
ノロジーを活用するという構図があると思います。
　では誰が挑戦するのかといったときに、いわゆる農家の立場
で挑戦してらっしゃる。いやでも挑戦というのはそこにジョインし
て、要は自分として。母としてなのか、それとも妻としてなのか、
どのプレーヤーでも挑戦は始まるんですが。そういう意味で言う
と、ご自身の挑戦として今やられている物語が、ずっとあったん
だろうなと思っています。どうしても遠くなりがちな話を、もう少
し現実的なほうに戻して話を振りたいなと思います。大津さん、
いかがでしょうか？
 
大津　先ほど農村の暮らしを支えるとの発言がありましたが、む
しろ支えているのは農家の方なんです。もともと生物多様性は本
当に宝庫のようにあって、そこに幸か不幸か、人間という存在が
現れて生物多様性に危機をもたらしながら日々暮らしはじめまし
た。地球の自然の懐が深いので、私たち人間の手が入っても、
なお半自然と呼べるような里山などの新しい生態系を生み出して
くれました。その恩恵で私たちは農産物を作っているわけです。
ただ危機として感じるのは、農業サイドで生物多様性に関する
高い意識を持っている人は少ないという事実です。何が悪いど
ちらが正しいという問題ではなく、教育に格差があるのかと思う
ことがあります。

　先ほどから、消費者が求めるものを作るのが生産者であり、
それは工業であろうが農業であろうが変わらないという意見が出
ております。農業に関していえば、求められてない、もしくは生
産に対してインセンティブがない状況なので、私は先祖代々農
家を営んでいる先輩、先人たちを本当に尊敬しています。すご
い技術者だなと思います。けれども、生物多様性を意識して農
業を営んでいる農家は、今の日本にはほとんどいないと思って
います。
　私は、ドイツで 3 年半暮らしていました。ドイツの片田舎へ
遊びに行ったとき、現地で暮らす男性が「この景観、この生態
系を維持しているのは俺だから」といった趣旨の話をしてくれま
した。ドイツ国民がみんな環境に対して高い意識を持っている
のかなと思いましたが、ドイツの農林水産省にあたる「連邦食糧・
農業省」が補助金を出すときに、有機栽培や粗放栽培といった
環境に悪影響を与えないとされている農法を実践している人が
優先されるようです。それが 20 年以上の年月を費やして、農家
の意識を変えたという現状があります。
　逆に生態系への配慮を重視するあまり、農産物を生産すると
いう本来の機能に対する役割が軽視されているとは言いません
が、優先順位が低いと指摘する声もあります。そもそも農家は
農産物を作るのが生業です。ヨーロッパの施策には「サステナ
ブル」が行き過ぎているという現実も見え隠れしています。
　とはいえ、日本とヨーロッパとでは、気候が異なります。自然
を制することができるヨーロッパに比べ、モンスーン気候の日本
では、いかに自然によるインパクトを減らすかが最初にあります。
日本で有機農業をしていたら草との戦いです。本当に飽くなき草
との戦いです。でも、それを理解したうえで、「私たちがこの地
球という場を借りて、食べていくうえでやることなんだ」と、胸
を張れる農家仲間が増えたらいいなと思います。

但馬　最後になりますが、何か一言ずついただけたらなと思い
ます。以前も話したことですが、デビット・ブラウワーという人
が「死んだ地球にはどんなビジネスも成立しない」という言葉
を残しています。ここに登壇している皆さまも何かしらビジネス
を営んでいる、あるいはビジネスのサービスを受けて生きてい
る方々です。今日を締めくくる形で自分の立場というよりも、個

人としてこの言葉をギフトにして終わりたいみたいな一言をいた
だければ幸いです。受け取った人たちが同じ地球の中で生きて
いる一員として、新たなチャレンジに歩み出してくれればいいか
なと思っています。

大津　自然界の大原則として、変われるものしか生き残れない
というのがあります。生物としての種であろうが企業であろうが
農家であろうが、そのときの状況に応じて変わっていくだけのこ
となのかなというのが個人的な感想です。

久保　今日の第 1 部での阿部さんの話。何をリスクと呼んでい
るのかについてですが、私にとってのリスクは生物多様性を失う
こと。生物多様性は農林水産業、そして食品産業の基盤そのも
のです。これが失われては生業が成り立ちません。これだけは
みんなと共有しておきたいです。
　そのうえで、先ほどの話にありましたネスレさんが企業責任と
して調達責任を果たされているという事実。グローバルな世界
なので、いずれ日本の企業にも対応が求められていくと思いま
す。それはある意味リスクでもあるし、ある意味チャンスでもあ
ると思っています。その取り組みの全体で、生物多様性が豊か
になって、日本の食品産業と農林水産業が豊かになる。こういう
図式を目指していきたいと考えています。

河口　こういう場でお話しをする際、「会場の皆さんはどういう
立場で来ていますか？」と質問することがあります。いつも企業、
研究者、NGO などいろんな立場の人がいますが、消費者の立
場として参加した人がいるかと尋ねても、女性しか手を挙げませ
ん。やはり食というのはビジネスでもありますが、それ以前にす
べての人間にとっての基本です。食べ物はどこからもらっている
のかというと、この大自然の恵みでしかないです。だからこその
原点。儲けの手段だけではなくて、食のありがたさを最初に考
えると、もっといろんな技術や戦術的な話がいい方向にいくかな
と思っています。

橋本　いま気候変動で起きていることは、いずれ生物多様性や
ビジネスにも起きるであろうと私も確信しています。枠組みがで
きたところに、生物多様性の情報を付加していくという、企業の
財務情報開示も、非常にやりやすくなってくると思うので、恐ら
く今後、10 年 20 年で進んでいくのだろうなと認識しながら仕事
をしているところです。
　今日は本当に、グローバルなレベルの話から、国内での農業
生産の話、個別の地域、農業者の方の話までありましたが、そ
れぞれ解釈の仕方や受け取った印象は、違うと思いますが、ぜ
ひとも、何かの新しい行動に、つなげていただきたいなと思い
ます。

但馬　最初にお話ししたとおり、パートナーシップ17というのは、
とても大きな課題です。この大きな課題は、1 人や 1 社では解
決できないテーマ。ぜひみんなで一緒になって解決していける
ような取り組みにしたいなと思っています。ご登壇いただいた方
に、拍手をして終わりたいと思います。皆さん、どうもありがと
うございました。
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但馬　最初に、久保さんから、トークセッション1とトークセッショ
ン 2 を含めた、全体の感想をお聞かせいただいてもよろしいで
すか。

久保室長　環境政策室長をしております久保と申します。今日は
ご来場いただきまして、ありがとうございました。非常に面白かっ
たです。生物多様性については、これからいろんなチャンスで
もあると信じています。ただ、今日も何回か出てきましたが、伝
えることの難しさがあると思います。伝えることさえできれば、企
業経営に統合しやすくなるでしょうが、そこの難しさが非常に大
きいと感じます。
　先ほどのブロックチェーンの話も興味深く聞いていました。今
日、皆さまがどのぐらい面白いと思ってくださり、それをどの程度、
持ち帰って具体的なアクションにつなげようと思ってもらえるか、
それが鍵かなと感じました。

橋本　ありがとうございます。私が非常に印象的だったのはトー
クセッション 2 です。最初の私の発表、あるいはその後のビジ
ネスの話を中心に考えていると、生産者や農山漁村で生活をし
ている人たちの生活をどう支えるのかという部分が、なかなか見
えてこないところだったのですが、トークセッション 2 でスポット
があてられていました。
　生物多様性保全をしながら、あるいは環境保全しながら、い
かにしてそこで暮らし、生活の基盤を作っていくのか。そういう
ところに今の新しい技術が貢献しうる、新しい価値観を育んでい
く余地があるという点が非常に印象的でした。

河口　高付加価値に関する話にも非常に刺激を受けたのです
が、全体を通じて感じるのは、私たちの生活の外に生物多様性
があると、みんな思っているのかなという疑問です。私は、いろ
いろなところで話をする機会があるのですが「環境問題に取り組

んであげている」といった姿勢を感じるときがあります。「地球
に優しく」と言われても、地球誕生からの 46 億年を 1 年に置き
換えると、1 万年という人間の農耕生活なんていうのは最後の 1
分。産業革命以降の今の暮らしなんて、1 秒とか 2 秒です。地
球からしたら大した問題ではないと考えている節もあるのかなと
感じます。
　翻して考えてみれば、地球が 46 億年かけて今の状況を作って
くれたから人間は生きられるんです。私たちの歴史は、それぞ
れの地域にある生物多様性をいかに存続させながら暮らしてい
くかの集積でしかありません。46 億年の 250 年ぐらい気にしな
くてもどうにかなるとか、都会と農村地域が離れた結果、経済が
世界の中心みたいに思い込んでいるとか、すごく危ないなと思っ
ています。
　農業の高付加価値化に関しては、これだけ異常気象が続いて
いると、高付加価値化どころか食糧危機が到来してもおかしくな

いのかなという気さえしています。今、アフリカはバッタの大群
に襲われています。1,200 万人が餓死するかもしれないとさえ囁
かれています。これだけ異常気象が多くなると、農産物を生産
できなくなるリスクが出てきます。企業は既に、農産物の生産に
関して影響を受けています。
　3 年前に私が書いたコラムの中で、ポテトチップと阿闍梨餅
にふれました。2017 年、北海道で大雨が降ってジャガイモが採
れなくなったことがありました。日本のポテトチップメーカーは
「国産」にこだわっていたがために減産せざるを得なくなりまし
た。
　同様に、丹波の黒豆で作っている京都で有名な阿闍梨餅も異
常気象で原料が採れなくなり、週に一度の減産を余儀なくされ
ました。どちらも嗜好品だから生活に支障をきたすことはありま
せんでしたが、異常気象による減産のリスクも考えると、生物多
様性は大事にしなければなりません。農産物の高付加価値どこ
ろではすまなくなる可能性があります。
　とはいえ、高付加価値の観点で考えるなら、私は今後見据え
なければならないのは、先ほどのお話にもあった京都の老舗料
亭モデルだと思います。老舗の料亭は、無闇に店を増やしません。
無計画に増やすと質が落ちるからです。1 つの店舗で最高級の
サービスと味を提供しています。ここに関わっているステークホ
ルダー、板前さんも、業者さんも、お客さんも、みんなハッピー
になっている。
お金が回るから、それ以上増やさなくてもいいんです。農業に
ついても同じことが言えて、やたらと農家を増やそうとするので
はなく、うまくお金を回して、みんながハッピーになるような仕
組みに切り替えていかなければならないと思います。
　先ほどもお話があったように、農業は個別でそれぞれ違うの
に単一化して増やす、つまり工業化しようとするからうまくいか
ないのです。今までは自然環境にゆとりがあったから、農業の
大規模化を受け入れられてきました。しかし、それができなくなっ
たときのことを考えて逆に転換をしていく。そのためには、多様
性というものをいかに生かしていくかという視点が大事かなと感
じました。

久保　今、持続可能な生産消費のあり方検討会というのをやっ
ているのですが、生産と消費に危機があると感じて立ち上げまし
た。キュウリ1本が目の前にあったとして、その生産背景、例えば、

どこで採れたかとか、誰がどうやって作っているとかが見えてこ
ない。お金を払ってキュウリを得るという、非常に単純化してい
るところに問題があります。
　まさに生物多様性も同じです。生物多様性を大事にしながら
生産している農家が作ったキュウリも、生物多様性をまったく考
慮せずに作ったキュウリも、その差が見えてきません。やはり「伝
える」というのがキーワードの一つなのかなと思いました。

但馬　リスクをどうチャンスにするかというのが、トークセッショ
ン2においてテーマとなりましたが、生物多様性に関していうと、
リスクがまだまだ知られていないからこそ、可視化していく必要
があるという話がありました。可視化することによって生物多様
性が自分ごとになっていき、それによって今度はチャンスと捉え
る人が出てくる。本日参加していただいた皆さまのような人たち
がビジネスチャンスとして捉えて挑戦してくれます。その際にテク
ノロジーを活用するという構図があると思います。
　では誰が挑戦するのかといったときに、いわゆる農家の立場
で挑戦してらっしゃる。いやでも挑戦というのはそこにジョインし
て、要は自分として。母としてなのか、それとも妻としてなのか、
どのプレーヤーでも挑戦は始まるんですが。そういう意味で言う
と、ご自身の挑戦として今やられている物語が、ずっとあったん
だろうなと思っています。どうしても遠くなりがちな話を、もう少
し現実的なほうに戻して話を振りたいなと思います。大津さん、
いかがでしょうか？
 
大津　先ほど農村の暮らしを支えるとの発言がありましたが、む
しろ支えているのは農家の方なんです。もともと生物多様性は本
当に宝庫のようにあって、そこに幸か不幸か、人間という存在が
現れて生物多様性に危機をもたらしながら日々暮らしはじめまし
た。地球の自然の懐が深いので、私たち人間の手が入っても、
なお半自然と呼べるような里山などの新しい生態系を生み出して
くれました。その恩恵で私たちは農産物を作っているわけです。
ただ危機として感じるのは、農業サイドで生物多様性に関する
高い意識を持っている人は少ないという事実です。何が悪いど
ちらが正しいという問題ではなく、教育に格差があるのかと思う
ことがあります。

　先ほどから、消費者が求めるものを作るのが生産者であり、
それは工業であろうが農業であろうが変わらないという意見が出
ております。農業に関していえば、求められてない、もしくは生
産に対してインセンティブがない状況なので、私は先祖代々農
家を営んでいる先輩、先人たちを本当に尊敬しています。すご
い技術者だなと思います。けれども、生物多様性を意識して農
業を営んでいる農家は、今の日本にはほとんどいないと思って
います。
　私は、ドイツで 3 年半暮らしていました。ドイツの片田舎へ
遊びに行ったとき、現地で暮らす男性が「この景観、この生態
系を維持しているのは俺だから」といった趣旨の話をしてくれま
した。ドイツ国民がみんな環境に対して高い意識を持っている
のかなと思いましたが、ドイツの農林水産省にあたる「連邦食糧・
農業省」が補助金を出すときに、有機栽培や粗放栽培といった
環境に悪影響を与えないとされている農法を実践している人が
優先されるようです。それが 20 年以上の年月を費やして、農家
の意識を変えたという現状があります。
　逆に生態系への配慮を重視するあまり、農産物を生産すると
いう本来の機能に対する役割が軽視されているとは言いません
が、優先順位が低いと指摘する声もあります。そもそも農家は
農産物を作るのが生業です。ヨーロッパの施策には「サステナ
ブル」が行き過ぎているという現実も見え隠れしています。
　とはいえ、日本とヨーロッパとでは、気候が異なります。自然
を制することができるヨーロッパに比べ、モンスーン気候の日本
では、いかに自然によるインパクトを減らすかが最初にあります。
日本で有機農業をしていたら草との戦いです。本当に飽くなき草
との戦いです。でも、それを理解したうえで、「私たちがこの地
球という場を借りて、食べていくうえでやることなんだ」と、胸
を張れる農家仲間が増えたらいいなと思います。

但馬　最後になりますが、何か一言ずついただけたらなと思い
ます。以前も話したことですが、デビット・ブラウワーという人
が「死んだ地球にはどんなビジネスも成立しない」という言葉
を残しています。ここに登壇している皆さまも何かしらビジネス
を営んでいる、あるいはビジネスのサービスを受けて生きてい
る方々です。今日を締めくくる形で自分の立場というよりも、個

人としてこの言葉をギフトにして終わりたいみたいな一言をいた
だければ幸いです。受け取った人たちが同じ地球の中で生きて
いる一員として、新たなチャレンジに歩み出してくれればいいか
なと思っています。

大津　自然界の大原則として、変われるものしか生き残れない
というのがあります。生物としての種であろうが企業であろうが
農家であろうが、そのときの状況に応じて変わっていくだけのこ
となのかなというのが個人的な感想です。

久保　今日の第 1 部での阿部さんの話。何をリスクと呼んでい
るのかについてですが、私にとってのリスクは生物多様性を失う
こと。生物多様性は農林水産業、そして食品産業の基盤そのも
のです。これが失われては生業が成り立ちません。これだけは
みんなと共有しておきたいです。
　そのうえで、先ほどの話にありましたネスレさんが企業責任と
して調達責任を果たされているという事実。グローバルな世界
なので、いずれ日本の企業にも対応が求められていくと思いま
す。それはある意味リスクでもあるし、ある意味チャンスでもあ
ると思っています。その取り組みの全体で、生物多様性が豊か
になって、日本の食品産業と農林水産業が豊かになる。こういう
図式を目指していきたいと考えています。

河口　こういう場でお話しをする際、「会場の皆さんはどういう
立場で来ていますか？」と質問することがあります。いつも企業、
研究者、NGO などいろんな立場の人がいますが、消費者の立
場として参加した人がいるかと尋ねても、女性しか手を挙げませ
ん。やはり食というのはビジネスでもありますが、それ以前にす
べての人間にとっての基本です。食べ物はどこからもらっている
のかというと、この大自然の恵みでしかないです。だからこその
原点。儲けの手段だけではなくて、食のありがたさを最初に考
えると、もっといろんな技術や戦術的な話がいい方向にいくかな
と思っています。

橋本　いま気候変動で起きていることは、いずれ生物多様性や
ビジネスにも起きるであろうと私も確信しています。枠組みがで
きたところに、生物多様性の情報を付加していくという、企業の
財務情報開示も、非常にやりやすくなってくると思うので、恐ら
く今後、10 年 20 年で進んでいくのだろうなと認識しながら仕事
をしているところです。
　今日は本当に、グローバルなレベルの話から、国内での農業
生産の話、個別の地域、農業者の方の話までありましたが、そ
れぞれ解釈の仕方や受け取った印象は、違うと思いますが、ぜ
ひとも、何かの新しい行動に、つなげていただきたいなと思い
ます。

但馬　最初にお話ししたとおり、パートナーシップ17というのは、
とても大きな課題です。この大きな課題は、1 人や 1 社では解
決できないテーマ。ぜひみんなで一緒になって解決していける
ような取り組みにしたいなと思っています。ご登壇いただいた方
に、拍手をして終わりたいと思います。皆さん、どうもありがと
うございました。
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