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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。
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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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