
天明塾長講話

第４回 平成 27 年８月27日（土）～28日（日） 青森原燃テクノロジーセンター

　　社会貢献に向かう企業～ CSRからCSVへ～

日程 場所

　昔の日本の経営は「三方よし」。近江商人の経営思想で
すね。「先義後利」は大丸の経営理念。大丸は先に義を
果たす。義理人情の義理です。後から利がついてくる。「浮
利を追わず」。売れてるよという、そういうことはしないとい
うことね。

企業の社会的責任から
共有価値の創造へ

　こういうものが戦後大きく経営の流れが変わってきて、
今、株主価値の最大化、株主価値はReturn On Equity（Ｒ
ＯＥ）、つまり株の資本利益率で図られるからＲＯＥ最大化
しようとか、カイゼン、ジャストインタイム、ＱＣ、ＴＱＣ、
Ｍ＆Ａ、こういう経営に変わってきた。これまでものづくり、
ひとづくり、社会のための会社づくりが、情報支配、グロー
バル化、カネの増殖に変わった。
　そんな中で、巻き込まれた生活者。今、残念ながら私達
生活者は企業の戦略にまんまと乗っかっていて、広告宣伝
という欲望刺激の中で、ユーザーニーズという企業の大義
名分の中で、必要でなく、欲望によって購買行動を起して
しまう生活者になってしまった。働き観も変わったよね。薄
れる義理人情。
　私の勤める事業構想大学院大学の先生に、日本コカコー
ラの副社長の方がいます。そのコカコーラは良くない、何と
かしなくちゃいけないと言ってメッツコーラを出した会社が
キリン。その時にコカコーラは歯ぎしりをして地団駄を踏ん
だらしい。そのメッツコーラは、コカコーラがそもそもやら
なくちゃいけないのに、何でキリンに取られたんだと悔し
がったと言われていますよね。
　キリンは、メッツコーラを出す前にアルコールフリーのビー
ルを作りました。酔っ払い運転が大問題になっていた時に、

「そうか、それはやっぱりいかん」と言って、キリンはアルコー
ルフリーを作りました。
　ＣＳＶというのは、キリンのように、アルコールフリーを
作ったりメッツコーラを作ったり、企業が社会的価値をもっ
ともっと発揮して悪いところを無くしながら経済価値につな
げていく、こういう欲望刺激の経営の反省から実はきている。

　先ほどの三方よしというのも、元々近江商人の売り手よ
し、買い手よし、世間よし、この３つが三方よしだね。近
江商人というのは行李に商品を入れて売り歩いていく。他
所の土地で仕事をするから、他所に行くと常に追放のリス
クに晒されている。だからこそ他所に行った時に、その地
に貢献していく、その地の人に貢献をしていく、そうしない
と商売をやっていけない。そこから世間よしが出てきてい
る。そのために信用を得る、透明な経営、自律性。
　これまでＣＳＲ（Corporate Social Responsibility）とい
うのが盛んに言われていた。企業の社会的責任という利害
関係者の期待にしっかり応えていく、これがＣＳＲだった。
　だんだんそれが、品質が良いとかお客さんが納得してく
れる、満足されるというのは当たり前になって、もう少し行っ
て、生活者、消費者の感性に合っている、命が喜ぶ、そう
いうことがだんだん求められるようになってきている。
　そんなところから利害関係者の感性に働きかける攻めの
ＣＳＲとして社会的貢献がここのところ１０年くらい、ずっと
脚光を浴びて必要になってきた。
　企業の価値は先ほどいったＲＯＥ、１株当たりの純利益
だけではない。そこで社会価値と経済価値を同時実現して
いく。それを私は新しい会社価値という言い方をしています。
社会的課題が解決し、そして企業の収益が同時に高まる。
それをＣＳＶ（Creating Shared Value）というわけだ。
　共有価値の創造、分かち合える価値。本業を通じて社
会価値が創造する。経済価値の創造、売上、利益ね。社
会価値を本業の中でやりながら経済価値を高めていく。そ
れは必ずしも商品だけではない。そのＣＳＶをどうやったら
実現できるのかというと、１つは製品・サービス、プリウス、
自然塩とか、そういうことも商品でＣＳＶをやっている。商
品じゃなくてもバリューチェーン全体の生産性向上、原料
調達から生産・販売をうまくシステム効率化して社会価値を
生み出していく。そういう中で就労困難者も雇用をしていく
ことができるし、その地域の自然とかコミュニティーを作っ
ていく。大きくＣＳＶというのは商品だけじゃなくて、こん
な領域でできる。だから、どんな企業でもＣＳＶができる。
全ての企業が、うちはこれがＣＳＶだと言われる戦略をやっ
ていく。そのために経営者自身が自分の人間力を高めてい
きます。
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地域貢献活動によって
価値を創る

　大里綜合管理という会社があります。千葉県大網白里市
という人口６万人ぐらいの町にある不動産会社。
　この会社の女性社長の野老（ところ）さんは２代目です。
お母さんが立ち上げた不動産管理の会社の後を継ぎました。
不動産管理会社って何をやっているか。ここは別荘地に絶
好のところだったのですがバブルが崩壊しちゃって、そして
草ボーボー。その草刈りをするのが仕事です。10,000 区画
の草を刈っている。
　ここは民間企業だけれど、①売上・利益につながる仕事
も②売上・利益には全くつながらなくても人が喜んでくれる
仕事も、優先順位をつけず、全部仕事としています。
　具体的には、地域貢献活動といって、社員１人が３つの
ボランティアをやろうよと決めました。今、学童保育、ワン
デイシェフ、掃除に学ぶ会、大網駅前交通整理、戦争語り
部の会、林間学校、海をきれいにする会、等 、々今、230
くらいです。一つひとつが半端ではありません。
　例えば学童保育。会社の２階がフリースペースになってい
て、そこで学童保育をやっている。学校から帰ってきた子
も上で遊んでいる。幼稚園の子、保育園に行っていない子
も上で遊んでいる。
　「さあ、今日は皆、天気がいいからお兄さんと一緒に公
園に行こう」と言って、集めて、高校生ぐらいの子が連れて
行く。「はい、皆、それじゃあ並んで。皆、ゴミ袋を持って」
と、ゴミ袋を持って公園に行きます。公園に行ったらまず荷
物を置いて、ゴミを公園で拾って分別をして、帰りにこれを
持って帰って、うちの会社のゴミ箱に分別して入れる。こう

いうことをやっているから、近所のお母さん方が、「ねえ、
ねえ、野老さんのところの保育園にちょっとうちも入れてよ」
と言われています。
　そんなふうに、もう社員１人３件の貢献は終わっちゃって、
住民一人ひとりをスターにしている。「今度は榊原さん、会
社を辞めたんだって」「そう、何をしているの？」「プラプラ
している」「あの人、うるさいもん」「分かった、じゃあうち
でグリーンツーリズムというボランティアを増やそうよ。榊
原さんをリーダーにして、県外の人達に、この大網を知って
もらうグリーンツーリズムをやろう」そうすると、その榊原さ
んは、グリーンツーリズムのリーダーになって、また１つこ
れが増える。半端じゃないほどやっています。
　何でこんなことをやり出したかと言うと、不動産業ができ
ることって何があるか、不動産業は何を売っているんだろう
ということを真剣に考えることに出会った。それはお客さん
の草刈り。「野老さん、草刈り、こんなにきれいにしていた
だいてとても嬉しい。だけど、私はここン百万で買ったんだ。
今、百万そこそこだ。この土地の値段を上げてよ、草刈り
もいいけど」って皆に言われる。「ダメよ、うちは草刈り屋だ
から不動産屋じゃないんだから」って断っていたけれど、で
も、それが社会のニーズだった。お客さんの要望は土地の
価値を上げること。だったら先ほどの地域貢献活動をやっ
ていけば、地域の価値が高まっていく。これを今は売りど
ころにして、皆でやっています。
　このたった１人の野老さんの志で、230 の地域貢献活動
をけん引している。これはすごいと思う。今、企業がこうい
う社会的な活動にどんどんシフトしている。市民の力と企
業でこんなふうに盛り上げて実現に近づいていきたいと思
います。

第４回 天明塾長－講話
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講師講話 日本の伝統を次世代につなぐ『和える』
～半歩先を見据えた感性経営～

講師 矢 島 里 佳 氏

株式会社和える代表取締役

　皆さん、こんにちは。株式会社和えるの代表を務めてお
ります矢島里佳と申します。今日はまず私の可愛い息子であ
る和える君についてお話をしたいと思います。
　株式会社和えるは今から５年前、2011 年３月16 日にで
きた会社ですが、当時、私は大学４年生の本当に終わり頃
でした。そして、私はこの和えるという会社を創業したわけ
ですけれども、感覚としては自分の息子が生まれてお母さ
んになったような感覚のスタートでした。
　「和える」という言葉は決して当て字ではなくて、お料理
のごま和えの「和える」なんです。つまり、今を生きる私達
の感性や感覚と、私達の先人の生み出してきた伝統や知恵
を混ぜてしまって別のものにするのではなくて、和えること
で、より魅力的なそれぞれの本質を引き出して和えることで、
次の世代により魅力的な日本をつないでいきたい、そんな
思いからこの和えるという会社が誕生いたしました。

０歳から６歳の
伝統ブランドａｅｒｕ

　今年、５年目に入りまして、いくつか新規事業をスタート
しているのですが、創業をして、はじめにスタートした事業
についてお話をしたいと思います。
　伝統産業を用いた乳幼児向け日用品の開発をしています。
伝統産業と赤ちゃんは今まで全然違うところにいました。ほ
とんど出会うこともなかったですし、これを出会わせようと
いうこともなかった産業同士です。これらが出会うとどんな
ことが起きたか。
　徳島県の藍染めの原材料を作る職人さんがいて、そして、
原材料を使って藍を染める職人さんがいらっしゃいます。こ
の職人さんたちのリレーで出来上がったのが日本の藍でお
出迎えをする商品です。０歳から６歳の伝統ブランドａｅｒ
ｕという、赤ちゃん、子ども達のための日用品を、日本全
国の伝統産業の職人さんの技術を活かしてオリジナルの商
品を生み出していくブランドです。
　一番初めに生み出した商品が、徳島県の本藍染めの出
産祝いセット。大麦コットン、無農薬の綿を使った産着と靴
下とフェイスタオルを、先ほどの職人さんが 30 回、手で染
めを繰り返すと、深い赤みがかった藍色になります。この３

点セットを桐箱に入れて、４隅を全て丸く削った、赤ちゃん
の柔らかい肌をイメージしたパッケージになっています。中
に、ａｅｒｕの商品は必ず小さいしおりが入っていまして、こ
の子が一体どんなところで、どんなふうに生まれて、そして
どんな思いで赤ちゃんや子ども達のために作られたかとい
うことが、全ての商品に必ず入っています。
　藍染めは、紫外線をカットしたり、保温の効果を高めて
くれたり、人間にとって優しい機能が備わっています。職人
さんにとってそれは当たり前のことで、だからこそ江戸時代
から 300 年くらい続く本藍染めというのが今でも残ってい
るんです。
　何よりもその色の美しさ、人間が人工的に作りだした色
ではなく、やはり自然界が持っている色味の美しさに、私
は本当に感動をして、この日本で生まれ育った子ども達に、
日本のことを伝えられる環境を皆さんと一緒に生み出すこ
とができたら、きっともっともっと自分の生まれ育った土地
に、そして自分が生まれ育った日本に、誇りを持って「日本っ
てすごいんだよ。青森ってすごいんだよ。」っていうことを引
け目なく言える子が育ったら、きっともっと日本が自信を持
つと思うんです。

ビジネスを手掛ける
こととなった経緯

　私は中学、高校時代に、茶花道部というお茶とお花の
部活動に入りました。いま思うと、きっとどこかで日本に憧
れていたんだと思います。
　ずっと子どもの時から伝えることが好きで、ジャーナリス
トになりたいなと思って、いろいろな大学を調べて、慶応大
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学法学部政治学科のジャーナリスト輩出率が非常に高いと
いうことが分ってきて、ＡＯ入試で進学しました。
　さっそくＯＢ・ＯＧ訪問を大学１、２年生の時にして、新
聞記者さんとかニュースキャスターさん達の話を伺いに行き
ました。そのとき、ただ伝えるだけでは仕事にならないと
いうことを知りました。伝えるというのは誰にでもできます。
伝えるということを仕事にするということは、何かそこに専
門性があった方がいいということが分かってきました。で
は、私の専門性は何にしようかなといろいろ考えて、自分の
18 年、19 年の人生を振り返った時に、日本への憧れと、
伝統産業品に少なからずお茶室で出会っていた思い出が
蘇ってきたんです。職人さんにお会いしました。
　職人さんにどうやって出会ったかと言いますと、何か雑
誌で連載をする、自分が出向いて話を聞いて書いて連載を
するという企画を考えました。つまり、旅行に行くお客さん
から雑誌社はお金をもらう。私はその雑誌に書くというもの
を提供する。自分で企画書を書いて、いろんな大人の方に
お願いをしていったら、ＪＴＢさんとつないでいただいて採
用になり、大学時代の３年間、いろんな地域に出向いて実
際の現場を調べることができました。
　皆さん、御自身が持たれるペンとかお洋服とかアクセサ
リーだとか、どうやって作っているか想像したことはありま
すか。当たり前のようにお金を出せば買える、貨幣主義の
社会で私達はずっと育ってきています。でも、職人さんとお
話をしていくと、お金はあまり意味がないものだと思うよう
になりました。あくまで価値の交換媒体でしかない。本当
に意味のあるものは、何かを生み出せる人であると。しかし、
冷静に考えると、社会では、お金を持っている人が一番偉
い人と思われている。
　それ以外にも、後継者がいないとか、よく言われている
ことですよね。こういう現実を目の当たりにして、ものを作
る人達がどうして日本の最下層にいるんだろうかと考えるよ
うになりました。そして、何でものを作った人が値段を決め
るのではなくて、ものを作ってもらった人が値段を決めるん
だろうかと。それによって、ものを作ったことのない人が値
段を決めるから、その賃金では生活ができなくなるに決まっ
ているし、ものづくりを知らない世代がたくさん増えて、何
で後継者がいないのかというのも、ものづくりをするよりも
たくさんお金を得る仕事に就いた方が価値が高いと評価を
しているから、一番ものを作る人達って辛い状況になって
しまったのだろうと考えました。
　でも、職人さん達が可哀相なのかというとそうではなくて、

自分達がいくらもらわないとものは作らないよと言わなきゃい
けなかったんだと思います。ですから、誰がいいとか、誰が
悪いという話ではなく、資本主義という社会の構造に、少し
ずつ少しずつひずみができてきた。でも、それを何とか長く
延命治療し続けた結果、いろんな順番が生まれてしまって、
それがいろんな問題につながっている。ですから、一見、い
ろんな解決をするのが大変そうなぐらい様 な々問題があるよう
に見えたんですけれど、実はすごくシンプルだなと思いました。
　知られていないだけなので、もう一度皆が知ろうと思うこ
と、そして知らせようと思うこと、そして相互に理解し合う
こと、こういうことをやっていくと負の循環が好循環に戻っ
ていける。それを和えるという会社はやっていきたい。そこ
に先人の知恵がすごく生かせるんですね。失敗も成功も含
めて先人の知恵だと思っていて、今までうまくいかなくなっ
てしまった事例を一つひとつ紐解いて、それを一つひとつ、
少し変えていく、それが和えるのビジネスモデルの中にたく
さん凝縮されています。
　だから私達はまずは知らせること、そしてその中から興
味を持つ方が現われ、購入する。もしくは使い手になる、
作り手になる、伝える人になる。これは伝統産業だけの話
ではなくて、いろんな産業で同じことが言えるのかもしれま
せん。大学を卒業し、少しずついろんな社会の皆さんと関
わっていくと、林業も漁業も農業も、主語を変えると皆、
同じことを言っているんですね。

ものを通して伝統を
次世代に伝える

　私は、こういう伝統を伝えていくには、次世代につない
でいくという新しい順番を生み出すのが一番早いんじゃな
いかと考えました。じゃあ、どの人、どの世代に？となった
時に、今日生まれた赤ちゃんから伝えていけば、最初はす

第４回 矢島里佳氏－講話
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ごく小さいかもしれないけれども、本質的な解決につながる
のは、やっぱりそこからだと思ったんです。だから、まず赤
ちゃん、子ども達に伝えたい。でも、文章とか言葉では伝
えられない。では、どうやって伝えようかなと思った時に、
ものを通して伝えるということも１つのジャーナリズムなので
はないかと思って、赤ちゃん、子ども達のためのものづくり
をする会社を創る。そういう会社があったら就職をしたかっ
たんですけれど、無かったので、まずは創るところから始め
ました。ビジネスコンテストに挑戦をして、ビジネスプランを
ブラッシュアップし、そしてやはり起業資金がなかったので
賞金をいただくことで和えるという会社が誕生いたしました。

20 年後の将来像
　最初はオンラインショップだけだったんですけれども、和え
るの直営店が東京の目黒に 2014 年７月26日にでき、さらに、
子ども達を育ててる大人の皆さんにもより伝えていく方法を考
えていかなければならないということで、和えるルームという、
ホテルの部屋の１室を和えるがプロデュースし、その地域の
伝統や文化、産業を泊まりながら触れられる、使える、感じ
られるお部屋が、まずは長崎からオープンすることになって
います。その他にも、「和えるおあつらえ」というオリジナル
商品を自分達で作ってきました。そういった新しい事業も少
しずつ始まりつつ、和える君が二十歳、成人の時には、多分
10 事業部ぐらいの会社になっているのかなと思っています。
　20 年後ぐらいには大体今の私が構想している事業が立
ち上がり、それぞれがそれぞれを助け合うような、そんな
事業体でありたい。事業部同志での利益の争いではなく、
お互いがお互いを相乗効果でより早く次世代につなげるよう
な循環を生み出す、10 兄弟みたいな感じですかね。兄弟
ができていくみたいなイメージで事業が展開できたらいいな
と考えています。今日は皆さんといろんなお話をしながら、
私自身もまた考えるきっかけにできたら嬉しいなと思ってい
ます。ありがとうございました。

塾生とのやりとり
（塾生）
　今、お話を伺って非常に感じたのが、伝えるということ
をすごくいろいろ考えた結果、今の形に辿り着いたというの
をすごく感じました。
　様 な々職人さんとお会いをしてお仕事をする際に、自分が

真剣になればこそ、向こうも真剣であればこそぶつかること
があると思うんですけれども、そういった時にどう解決を図
るか、しっかり歩み寄って意見をぶつけた上で、それでもど
うにもならない時などのお話がありましたら聞かせください。
（矢島講師）
　そうですね、まさに妥協はしないですね。でも、一番い
いすり合わせをしますね。つまり、それが歩み寄りだと思う
んです。どこまですり合わせられるかが、すごく私は楽しい
んです。理想と現実って、多分両極があると思うんです。
現実側にすり合わせても多分ダメで、理想側にどこまで今
の現状ですり合わせできるか。そして、来年になったらもっ
とすり合わせられるのかというところで、やっぱり基本は自
分達の理想に近づけなければならない。
　その中で、実はそんなにぶつかることはありません。なぜ
なら、一番最初の時点でそこが終えられているからです。例
えば、百貨店さんへの委託販売、つまり百貨店さんが和え
るコーナーを作って、ちゃんと自社の社員さんが和えるのこ
とを学んで販売をしていただくやり方を一部の百貨店さんで
しています。それは私達がお店を持っていなかった時分に、
オンラインショップしかないけれど、やっぱり実際に触れて
ほしいと思った時に、声掛けくださった百貨店さんとのみ、
今はやっているんですけれども、その時にやっぱり百貨店さ
んとしてはなるべく放っておいてもたくさん売れる方がいいん
です。でも、私達は、和えるのものが売れるとしても、勝
手に売れるような売り方はしないでくださいという話をします。
必ずお客さんに、和えるというブランドは何なのか、そして
和えるの商品はどういう商品なのかということも含めて全部
価値が設計されているわけで、その商品がどんな思いで作
られたのかというところまで話してもらわないと、私達の出
している金額には見合わないということをお話します。
　そこを面倒くさいなと思う百貨店さんは当社とはやらない
んですね。そこはもう、最初のところで決まります。最初に、
私達はこういう面倒くさい会社ですよ、ということをちゃん
と伝えたうえで、それでもいいからやりたいと言ってくださっ
た百貨店さんとは理想に向けての話し合いができます。
　そのためには最初の会話がすごく重要で、こういう前提
で始めたんだから、それができないんだったら一緒にやら
ないという選択肢もあるというのが私達の考え方ですね。

第２部
•グループディスカッション
テーマ

「私たちのふるさと貢献プラン」
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第４回の様子

あおもり立志挑戦塾 27

1703-0061-立志挑戦報告書Ｈ28-02.indd   27 2017/03/15   13:27:02




