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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。



菊池　紳 氏

41 42

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

トーク
セッション

2

/  事  /  例  /  報  /  告  /

いきもの株式会社
創業者・代表取締役

SDGs× 生物多様性 シンポジウム

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
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