
1 ．震災復興とソーシャル・イノベーション

2015年 4月、NHKは「復興イノベーション」と題する特集を放送した。農

業生産法人GRAが研究開発とブランディングにこだわり、 1粒1000円の売値

がつくイチゴの栽培と販売に成功した事例や、地域ごとに漁協経由で市場に出

荷していた従来の養殖漁業の垣根を取り払い、強みを持ち寄ることで品揃えを

豊富にし、独自に販路を切り拓いたフィッシャーマン・ジャパンの事例が紹介

された。今井・金川・後（2015）は、復興過程はコミュニティに社会的変化を

もたらす「窓」だと指摘している。震災前から高齢化や過疎化、地域産業の停

滞に苦しむ被災地において、東日本大震災の復興過程を通して、従来と異なる

社会問題解決の仕組みの誕生が期待されている。

社会問題が山積する日本社会において、ソーシャル・イノベーションの重要

性は広く認識されている。しかし、具体的にどうすればソーシャル・イノベー

ションが実現するのか、アイデアの断片は多く提起されているものの、仕組み

の発見と描写は進んでいない。「ソーシャル・イノベーションが如何にして可

能か」という課題を考える上では、被災地の復興過程に見られるイノベーショ

ン的な取り組みを考察することが効果的だと考えられる。深刻な被災を乗り越

えるために、地域外の多種多様な人・組織が被災地とつながるようになり、旧

来の枠組みやしきたりにこだわることなく活動しているからである。
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本稿は、ソーシャル・イノベーションが実現しやすくなる条件を探るために、

東日本大震災の被災地の一つである宮城県南三陸町をフィールドに、筆者が

行った一連の聞き取り調査に基づく考察である。調査研究のきっかけは、2011

年 4月に、社会的企業として知られる「アミタ持続可能経済研究所」（以下「ア

ミタ」）が、南三陸町歌津地区の復興後の高台で、「エココミュニティを作りた

い」と聞いたことであった。ゼロからつくるエココミュニティは、地方におけ

る新たなコミュニティづくりの可能性を切り開くのではないか、ソーシャル・

イノベーションを実現する過程を示す貴重な事例になるのではないかと、南三

陸での実地調査を開始した。

2011年から2015年まで、毎年ほぼ 2回ずつ、毎回 4日間程度南三陸町での聞

き取り調査を実施してきた。2011年度は南三陸町の地域概要と特徴、被害状況

を把握し、アミタの活動を中心に聞き取りを行った。高台移転がいっこうに進

まず、アミタは当初のエココミュニティ計画を変更し、南三陸全体での地域資

源循環事業（森里海街の豊かさが循環するエコタウン構想）を開始した。2012

年度からはアミタ以外に、現地の支援活動に入った数多くの団体や組織のなか

で、継続的に活動し、現地にイノベーションをもたらす可能性のある取り組を

探った。2013年から2015年までの 3年間は、アミタのエコタウン事業と、「オ

クトパス君グッズ」および被災地研修を中心にソーシャル・ビジネスを展開し

ているYES工房（南三陸復興ダコの会）と「学びの里いりやど」（南三陸研修

センター）の活動を主たる対象として、聞き取り調査を実施した。

本稿は南三陸町におけるアミタの事業、そして南三陸復興ダコの会および南

三陸研修センターの事例研究を通して、「ソーシャル・イノベーションが実現

しやすい条件とは何か」について、アイデアの断片にとどまらない「仕組み」

を見出していく努力をしたい。
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2 ．ソーシャル・イノベーションの条件に関する先行研究1

（ 1）ソーシャル･イノベーションの成功とは

ソーシャル・イノベーションには定説となる定義はないが、「生活の質を高

める」ための「社会変革を目的とする一種の集合的な社会行動」とされ（Eduardo, 

2008；Giovany, 2014）、その実現は「社会変革の達成」を意味する。「社会的ニー

ズを効率的に満たせる新しいアイデア、組織あるいは働き方」（Social 

Innovation Europe, 2013）、「雇用、消費や社会参加などを通じて、解決案を提供

する」（OECD, 2011）、「社会的ニーズ・課題への新規の解決策を創造し、実行

するプロセス」（渡辺, 2009）といった記述から分かるように、ソーシャル・イ

ノベーションが実現しようとする「社会変革」とは、何らかの社会的課題、社

会的ニーズに対する「新しい効率的な解決法」であり、「新しいアイデアの実

現があり、社会にインパクトを与える解決法」である（渡辺, 2009）。

「新しいアイデアによる効率的で社会的インパクトのある社会問題解決法」、

これがソーシャル・イノベーションの端的な定義だと言える。ここでいう社会

的インパクトとは、服部・武藤・渋澤（2010）によれば、「思想や価値観のレ

ベルまでさかのぼって社会のあり方を変革し、新たな価値を生み出す」ことを

意味する。すなわち、思想的・価値観的レベルで社会を変えるほどの影響力で

ある。ソーシャル･イノベーションが実現される過程については、谷本による

下記の図式が最も良く引用されている。

図 1．ソーシャル・イノベーションのプロセス
出典：『ソーシャル・エンタープライズ－社会的企業の台頭』（谷本, 2006）

1 2の（ 1）と（ 2）の部分の議論は、筆者と富士通総研の趙偉琳氏による共同研究「ソーシャ
ル･イノベーションの仕組みづくりと企業の役割」（2016年）において詳細に展開している。
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プロセスの前半は「新しいアイデアによる商品やサービスおよびそれを供給

する仕組みの創出」を意味し、後半は「商品やサービスの定着による社会関係

と制度の変化、そして社会的価値の創出」を意味する。しかし、新しい商品や

サービスが評価され、継続的に作り出されることによって、従来と異なる新し

い社会的価値が人々の間に浸透するようになったかどうか、思想的・価値観的

レベルで社会が変わったかどうかの判断と評価は容易ではない。従って現実的

には、ソーシャル・イノベーションの成功は、しばしば特定の社会問題をめぐ

る制度に多少の変化をもたらした「より効果的な解決法」の確立、という意味

で語られる。

（ 2）ソーシャル･イノベーションの成功をもたらす要因

どうすればそのような新しい解決法が生まれるのか。廣田（2004）はドラッ

カーやマイルズ、フリーマンやノーマンによる先行研究を踏まえつつ、ソーシャ

ル・イノベーションの本質を 2点に整理している。一つは「人々が直面する問

題、故障、トラブルを何とか無くしたいという『生活世界』における実感に根

ざした強烈な問題意識をもとに作り出されたもの」、もう一つは「多くの関係

者にメリットを与えるような形で、ヒト、モノ、カネ、情報の流れを再編成す

ること」である。つまり、問題の解決法は特定の「強烈な問題意識」に立脚し

ており、「ヒト、モノ、カネ、情報の再編成」によって生み出されることが分

かる。

強烈な問題意識をもったアントレプレナー（起業家）が、多様な資源を、多

くの関係者（ステークホルダー）にとってそれぞれメリットが生まれるような

形で再編成し、解決したい課題の解決に貢献する具体的な商品やサービスを生

み出す。そのような商品やサービスが展開されることによって、新たな人間関

係が生まれ、制度的な変化が生じる。それが、ソーシャル･イノベーションの

成功を意味する。

ソーシャル･イノベーションの成功を促進する要因について、すでに多くの

調査研究が行われている。過去に公表された主要な調査報告書を表 1に列挙す

る。
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表 1　主要な既存調査研究報告書一覧
年 調査報告書タイトル 実施者

2008.3 社会イノベーション研究/社会起業家WG 報告書－社
会的企業・社会起業家に関する調査研究－

内閣府経済社会総合研
究所

2009.3 社会イノベーション研究会ソーシャル・キャピタル
WG 報告書

内閣府経済社会総合研
究所

2010.3 平成21年度地域経済産業活性化対策調査 経済産業省
2011.3 ソーシャル・ビジネス推進研究会報告書 経済産業省
2011.3 ソーシャル・ビジネス調査 中小企業基盤整備機構
2011.3 「中小企業・NPO等のソーシャル・ビジネスへの取組

みに関する調査」報告書
財団法人地球産業文化
研究所

2011.3 ソーシャル・ビジネスケースブック－地域につながり
と広がりを生み出すヒント

経産省

2011.11 米国ソーシャル・イノベーション関係組織に対する訪
問調査報告

一般財団法人 CSOネッ
トワーク

2012.3 市民協働によるソーシャル・ビジネス展開を通じた産
業振興可能性調査

ちゅうごく産業創造セ
ンター

2012.3 ソーシャル・ビジネスケースブック－被災地の復興に
向けたソーシャル・ビジネス

経産省

2012.12 ソーシャル・イノベーションカンパニー調査報告書－
新しい価値を創造する企業とは

経営支援情報センター

2013.3 ソーシャル・イノベーションに関する調査研究 経済産業研究所・京都
大学

2014.3 持続可能な発展のためのイノベーションに関する調査 経済産業省
2014.6 産学共創ソーシャル・イノベーションの深化に向けて 科学技術振興機構
2014.11 ソーシャル・ビジネスの経営実態－「社会的問題と事

業との関わりに関するアンケート」から
日本政策金融公庫総合
研究所

調査の実施者と報告書のタイトルから読み取れるように、ソーシャル・イノ

ベーションへの関心は主に「産業と技術振興」「中小企業と地域の振興」とい

う視点に基づいており、具体的な調査対象は「ソーシャル･ビジネス」と設定

されることが多く、「共創」「協働」がキーワードとして浮かび上がっている。

上記の調査報告書をサーベイし、そこからソーシャル･イノベーションの成

功要因とされる部分を抽出してみた。なかでも『中小企業・NPO等のソーシャ

ル・ビジネスへの取組みに関する調査』では、ソーシャル･ビジネスに共通す

る成功要因を分析し、比較的にまとまった結論を示している。①リーダーの理

念と熱意、②強みのある分野への特化、③商品、サービスの高い品質、④ビジ

ネスモデルの構築、⑤強い広報力、⑥他者との協働、の六つが挙げられた。こ

れは前記の谷本によるソーシャル･イノベーションの過程に沿った成功要因の

指摘だといえる。他の調査報告書による指摘も加味し、整理し直したのが表 2

である。
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表 2　既存調査研究で指摘されたソーシャル･イノベーションの成功要因
項目 成功要因 そのための仕組み
人 リーダー、理念を共有する多様な

人材、質の良い従業員
全方位の人材育成
（制度的・非制度的両方含む）

財 資金・その他物的資源の調達 事業展開段階のニーズに応えられる多
様な調達ツール

知 強みの特化、高い品質 産官学協働
関係 地域、行政、他の企業など多様で

重層的な協働、ビジネスモデル
コーディネーター設置、経営アドバイ
ザー、行政機関の仲介

宣伝 強い広報力 企業のプロボノ
啓発普及 社会全体の認知と理解・支持 行政とメディアの努力

出典：李・趙, 2016, 「ソーシャル･イノベーションの仕組みづくりと企業の役割」より一部改編

（ 3）ソーシャル･イノベーションの難題――起業家がいかにヒーローになれるか

ソーシャル・イノベーションを可能にするものとはなにか、表 2で示したよ

うに、従来の調査報告書からいくつもの指摘や主張が見出される。これらの指

摘は明確なように見えて、しかし、具体的にソーシャル･イノベーションを実

現しようとする場面を想定すると、誰が何をどうすればいいのか、まったく手

の付け所がないことに気づく。「～すべき」「～したほうがいい」というのは分

かるが、誰がそれをやるのか、どうすればできるのか、やはり分からない。こ

れが、ソーシャル･イノベーションの具体型とされるソーシャル・ビジネスが

方々で賞賛･奨励されているにもかかわらず、依然として成功事例が個別の事

例にとどまり、普遍的な社会現象にならない由縁かもしれない。

従来の研究を見ると、ソーシャル･イノベーションを引き起こす「素晴らし

い人」がいなければ、何も始まらない印象を受ける。「人」がソーシャル・イ

ノベーションのスタート地点だと言える。木村（2015）は、まちづくり分野に

おけるソーシャル･イノベーション論を考察し、「類い稀なる起業家が価値観の

共有を動機付けとしてステークホルダーを巻き込む」という「スーパーヒーロー

仮説」が絶えず再生産されていることに疑問を投げかけている。

類い稀なる社会起業家が、社会問題を掲げその解決に向けてイノベーショ
ンを創出し、彼もしくは彼女の情熱や価値観に共感するアクターを巻き込む
ことで地域再生が実現するというストーリーが繰り返される。この、まちづ
くりを成功させる『スーパーヒーロー仮説』は、ヒロイックな表現故に読み
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手に感動を与えるが、その予定調和な記述はソーシャル･イノベーションの
メカニズムが不十分となり、スーパーヒーローの理念に染め上げられること
でイノベーションが達成されるという図式に回収される（木村, 2015: 1-2）。

谷本（2006）の「ソーシャル･イノベーション過程モデル」も、木村によれ

ばこの問題をクリアできないという。社会起業家の「思い」や「情熱」だけで

は、人々を動かすことはできない。ステークホルダーを巻き込み、多様な資源

を再編成していくためには、起業家は人々の「利害関係」を発見し、それに応

えられる形で自らが主張する社会性と公共性を実現していかなければならな

い。木村（2015）はソーシャル･イノベーションの成功例とされる株式会社黒

壁の取り組みを再考し、「思いや価値観への予定調和的な協力行動」を前提と

せず、社会起業家が利害闘争を勝ち抜くプロセスを分析している。「思いと情

熱で人を巻き込むスーパーヒーロー」ではなく、目指す公共性のための制度化

を実現するのにいかなる戦略を取ったのか、ステークホルダーを巻き込む起業

家の政治的手腕を見るべきだと主張する。

しかし、木村の主張は「スーパーヒーロー仮説」を乗り越えたとは言いがたい。

「利害関係の認識と誘導に長ける政治的手腕」を有する「スーパーヒーロー」を

描き出したにすぎない、と見ることもできる。ソーシャル･イノベーションの事

例研究は、どうしても社会起業家を中心としたストーリー展開にならざるを得

ない。起業家精神をもった中心人物が動かなければ、新しいアイデアを具体的

な商品、サービス、事業にすることができないからである。スーパーヒーロー

仮説からの脱却は、起業家個人への注目を否定するのではなく、ヒーローとな

る起業家が如何にして誕生したのか、ヒーローを生み出す条件に目を向けなけ

ればならないのではないだろうか。そのような条件を明らかにできれば、ソー

シャル・イノベーションを実現する人物の育成が可能となり、ソーシャル・イ

ノベーションが実現されやすい社会的な仕組みを整えていくことが可能となる。

本稿ではこのような視点から、南三陸の復興過程において、ソーシャル･イ

ノベーションを実現しようとする起業家（リーダー）はどのように誕生し、い

かなる要因が彼らを「ヒーロー」にしたか、二つの事例の考察を通して見てい

きたい。
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3 ．南三陸町復興の課題とソーシャル・イノベーションの可能性を秘める事業

への着目

宮城県南三陸町は平成17年（2005年）に歌

津町と志津川町が合併してできた町であり、

震災直前は5,362 世帯、17,666人が暮らして

いたが、東日本大震災で津波による深刻な被

害を受け、死者620人（直接死600人、うち町

民551人、町外48人、不明 1人）、間接死20人、

行方不明者212人（うち町民211人）の人的被

害があった。58%以上の家屋が全壊し、半壊

以上を含むとほぼ62%に達し、2,168戸の仮

設住宅が建設された。震災前も緩やかな人口

減が続いていたが、世帯数には明らかな減少は見られなかった。町の統計を見

ると、平成18年度（2006年）の 1月、世帯数は5,365世帯、人口18,982であった

が、震災直前は5,362 世帯と、世帯数はほぼ変わっていない。しかし震災後、

町から急激に人口の流出が進行した。表 3によって示したい。

表 3　震災後の南三陸町の世帯数と人口数
年 世帯数 人口数

2011年 3月末（震災直後） 5,251世帯 17,063人
2012年 3月末 4,877 世帯 15,352人
2013年 3月末 4,831世帯 15,066人
2014年 3月末 4,723世帯 14,505人
2015年 3月末 4,653世帯 14,068人

2015年12月末（最新） 4,599世帯 13,806人
出典：南三陸町人口データ統計から筆者作成。
（http://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/index.cfm/10,0,56,239,html）

5年間で実に800世帯以上が南三陸町を去ったという計算になる。南三陸町

は 4つの地区に分かれているが、震災後世帯減の最も激しい地区は、市役所や

合同防災庁舎など公共施設が集中していた中心市街地の志津川地区であり、震

災直後の2,723 世帯から2,059世帯に減少している。歌津地区は1,432世帯から

1,372に、戸倉地区は667世帯から526世帯に減少したが、入谷地区は逆に518世

図 2　南三陸の位置と地区構成
出典：今井・金川・後，2015：4.
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帯から642世帯に増加した。山間部に位置する入谷地区に世帯増が生じるのは

容易に理解できるが、同じく海沿いで甚大な被害を受けた歌津地区と戸倉地区

に比べると、志津川地区の人口流出が特に目立つ。

南三陸町の復興計画は、「復旧」にとどまらず、「創造的復興」（「自然・ひと・

なりわいが紡ぐ安らぎと賑わいのあるまち」への創造的復興2 ）」が掲げられて

いる（佐藤, 2014）。「復旧」には震災がれきの処理、住宅地用高台の造成、道

路や港の復旧工事、防潮堤工事、学校や病院、公共施設の建設、働き口の確保

（緊急雇用など）が主に含まれる。それに対して「復興」は本格的な「生業」

の再興、コミュニティの人間関係の再興、町の暮らしと文化の再興を意味する。

このように整理すれば、「復旧」は行政による財政的措置に頼る部分が大きいが、

「創造的復興」は、行政的力のみでは決して達成され得ず、むしろ多様な担い

手の参加、多様な資源の組み合わせなしでは実現できないことが分かる。世帯

減、人口減に歯止めをかけるためには、住居などのインフラ環境の復旧も重要

だが、生業と暮らし、コミュニティの復興が一刻の猶予もない課題である。生

業となる仕事づくり、安心感と充実感をもたらす居場所づくりおよび人間関係

の構築が、創造的復興にとって最大の課題だと言えよう。

「創造的復興」の過程に、ソーシャル・イノベーションの可能性が大きく秘

められている。南三陸町には震災後、日本全国から多様な組織・個人が支援活

動のために訪れ、数え切れないほどの支援プロジェクトが展開されてきた。し

かし、単一主体ではなく、多様な担い手による復興支援事業で、 5年間経過し

た現在でも効果的に継続されているものは、必ずしも多くはない。目を引く事

業を表 4にまとめておく。

2015年 3月11日に河北新報は社説において、「創造的復興」が「耳に心地い

い掛け声」となって一人歩きする事態を戒めなければならないと指摘している。

政府の復興構想会議は「復興への提言」に「未来に向けた創造的復興を
目指す」とうたった。その意味を問われ、構想会議に名を連ねる村井嘉浩
宮城県知事は「震災がなければできなかったことをやる」と説明してきた。

2 南三陸町震災復興計画より（2011年12月26日策定、2012年 3月26日改訂）。
 http://www.town.minamisanriku.miyagi.jp/index.cfm/6,303,c,html/303/fukkoukeikaku120326.pdf
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表 4　南三陸町における民間主導の継続的な復興支援事業例
従事者 事業の内容 創造的復興への貢献

アミタ持続経
済研究所南三
陸オフィス

株式会社アミタ持続可能経済研究所に
よる南三陸でのエコタウン事業。「海、
森、里、街の資源循環」をコンセプトに、
トウキの栽培、ササニシキづくり、木
質ペレット普及事業、バイオガス発電
事業を展開。

「海、森、里、街の資源循環」の考え方
が南三陸町行政に採用され、「エコタウ
ンへ」の挑戦は復興のビジョンに取り
入れられた。ササニシキとトウキ栽培
は南三陸農工房などと連携しており、
「地元主体の事業」として定着し、バイ
オ燃料発電は全国で注目されるモデル
事業として正式にスタートを切った。

南三陸復興ダ
コの会

町が活気づくためには生き生きと働け
る環境が必要との観点から、雇用促進・
地域振興のため設立された任意団体。
大正大学のボランティア支援が活動開
始のきっかけであり、入谷YES工房で
主力商品である「ゆめ多幸鎮オクトパ
ス君」を中心に多くのオクトパス君グッ
ズを販売するほか、繭製品とせんべい
などの食品の開発と販売、農園コミュ
ニティの推進を行っており、企業のノ
ベルティ製品を請け負う手作りセン
ターも運営していた。

実際の商品開発とものづくりによって
雇用を作り出していること、YES工房
は具体的な商品を生産する拠点として
だけではなく、南三陸研修センターの
プログラムにおいて体験の現場として
も生かされている。
「オクトパス君」というキャラクターを
生み出し、一連の商品を開発し売り出
すことによって、「南三陸復興を象徴す
るグッズ」としての位置づけを獲得し、
商品のブランディング、町のブランディ
ングに貢献している。

南三陸研修セ
ンター

上記の南三陸復興ダコの会と主要メン
バーが同じである。大正大学の支援に
よって2013年 3月にオープンした宿泊
研修施設「いりやど」を拠点に、復興
ダコの会と連携し、教育研修事業を展
開。

大学と被災地の連携によって生み出さ
れたWin-Win関係の事業。大正大学に
とっては特徴ある大学教育プログラム
を成立させ、地域にとっては継続的に
大学生（大正大学にとどまらず）を送
り込む拠点となっている。

南三陸町復興
推 進 ネ ッ ト
ワーク

震災直後から現地で活動する南三陸町
出身の若者たちによって設立された
ネットワーク団体。「若手世代のコミュ
ニティ再生への貢献」「教育を通じたま
ちづくりへの貢献」「新規事業の研究・
開発」をコンセプトに、「南三陸町青年
異業種勉強会」と「志津川地区まちづ
くり協議会」を運営し、地域に関する
各種調査や講習会・イベント、子ども
体験活動や実験教室を主催し、バイオ
技術製品の開発と酒づくりプロジェク
トにも取り組んでいる。

「若手世代」を中心に据えた異業種勉強
会が、「担い手」を発見する、育てる、
行動を起こしやすくする場になってい
る。若者が媒介者と発案者になり、教
育と自然をキーワードに具体的な事業
を組み立て、必要な人的・物的・情報
資源、関係資源を地域内外から調達す
ることによって、多様な参加に基づく
コミュニティ復興支援と新しい商品作
り、仕事づくりを可能にしようと試み
ている。若者を中心とする新たなまり
づくりの仕組みが形成されつつある。

宮城大学南三
陸 コ ミ ュ ニ
ティ復興支援
プロジェクト

宮城大学が文科省補助金及び全国経済
同友会の「IPPO IPPO NIPPONプロジェ
クト」寄附金により、南三陸町支援を
行っている。事業構想学部、食産業学部、
看護学部がそれぞれ専門性を活かし、
「アートで復興支援企画」「ブランド羊
肉事業」「志津川産タコのブランド再生
事業」、専門家ネットワークの構築、学
生ボランティア事業、教育ツーリズム
事業、山の暮らし海の暮らし再生支援
事業を実施。

「南三陸復興ステーション」として開始
した宮城大学の復興支援事業。地域密
着型の大学が、如何に専門性を生かし、
大学の資源を生かしてまちづくりに参
加できるのか、一つのモデルを示した
といえる。

ユナイテッド・
アース「南三
陸町復興応援
プロジェクト」

2011年より全国から若い人たちを中心
に、のべ 2万5,000人以上のボランティ
アを受け入れ、現地の農業、林業、漁業、
地域の公共施設を手伝う活動を行って
いる。

継続的なボランティアの受け入れ機関
として、外部のボランティアと現地の
産業を結びつき、ボランティアにとっ
ての学びと、産業復興・コミュニティ
再興への貢献の両立を狙う。

注：筆者の実地調査及びインターネット上での情報検索に基づき作成。

98

Komazawa Journal of Sociology No.48, 2016



（中略）ただ、20年前の阪神大震災で世に示された創造的復興に込められ
たニュアンスは、そうではなかった。（中略）経済成長に陰りが訪れ、官
主導、中央集権の限界がささやかれ始めた時期にも重なった。旧来の手法
では復興も危うい。創造的復興は「社会構造の転換」も目指した。
（中略）わが国の近代化を根底から問い直す「価値観の転換」。（中略）
万里の長城にも例えられた巨大防潮堤への過信は、それを上回る大津波へ
の油断を生んだ。とすれば、重視すべきは自然の驚異をはね返すというよ
り、受け流す発想ではなかったか。再びの巨大防潮堤建設と減災思想に、
整合性は見いだし難い。（中略）誰もがあの時、ここで変わらなければ未
来はない、と胸に刻んだはずだ。巨額予算を奇貨として「夢の未来都市」
を造ることだけが復興ではあるまい。

「創造的復興」はそもそも近代化を根底から問い直す「価値観の転換」、そし

て「社会構造の転換」を目指すものであった。まさに本稿でいう「ソーシャル・

イノベーション」である。以下では特に「価値観の転換」「社会構造の転換」

への志向性を見せるアミタの事例と、南三陸復興ダコの会および南三陸研修セ

ンター（両者は密接に連動している）の事例を取り上げ 3、ソーシャル・イノベー

ションが可能となる条件（とりわけ起業家がヒーローになり得た仕組み）につ

いて、見ていきたい。

4 ．社会的企業主導型ソーシャル・イノベーション事業

（ 1）事業展開の経緯と社会起業家の出現

アミタグループについては、『駒澤社会学研究』第45号に掲載された“Making 

up a Multi-Winner Pattern for The Future of Local Societies in Japan: A Case Study of 

AMITA Group”という筆者の論文において詳細に紹介している。廃棄物を資源

に再生させることからスタートしたアミタグループは、「この世に無駄なもの

はない」をモットーに地上資源（廃棄物を資源化する事業）、地域資源（地域

3 アミタへの主な聞き取り調査は2011年 5月10日、2011年 8月26日、2012年 5月11日、2012
年 8月26日、2012年10月26日、2013年 3月 5日、2013年 8月31日、2014年 3月19日、2015
年 1月15日に行った（合計 9回）。復興ダコの会および「いりやど」への主な聞き取り調
査 は、2013年 3月 6日、2013年 8月30日、2014年 3月17日、2015年 1月14日、2015年11月
21日（合計 5回）。
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表 5　南三陸におけるアミタの事業展開とソーシャル・イノベーションへのポイント
時期 活動内容 ソーシャル・イノベーションへのポイント
震災
直後
～

2012
年

①救援ボランティアの派遣（ 9月まで）。
②東北オフィスが仙台に設置される
（2011年 7月）。
③住む人に寄り添う仮設住宅の提案と、
移転後のエココミュニティづくりを
視野に、佐藤博之氏が派遣され、仙
台から南三陸に通いながら、現地の
コミュニティの状況を把握し、地域
のキーパーソンを探り当てる。

④高台移転の困難とコミュニティ内の
利害矛盾の現状を踏まえて、高台で
のコミュニティモデルづくりから南
三陸町全体の「エコタウン構想」に
発想を切り替え、事業づくりを開始。

①「地を這う」地域調査：地域の特性と資源の把握、
キーパーソンを把握し、地域の利害・矛盾を理
解する。「半年かけてどこに誰がいるのか知り、
私が誰で何をしようとしているのか知っていた
だくために更に半年がかかった」（佐藤氏へのイ
ンタビューより）
②持続可能な「業」となる事業計画：地域内のステー
クホルダーにとってWin-Winとなる事業計画を
立て、公的資金に応募し、事業確立のための実
験に必要な資金を調達する。「コンサルではなく
プロデュースする。アイデアを出すのではなく、
そのアイデアが実行可能だということに対して
責任を負う」（佐藤氏へのインタビューより）

2012
年～
2014

①2012年 3月南三陸オフィス開設。
②2012年春からトウキ（薬草）の栽培
実証（千葉大の専門家と連携して栽
培を研究、地元の福祉施設へ栽培委
託、トウキの商品化と販売ルートの
開拓、銀座スワンベーカリーや都内
のカレー専門店などに販売）。

③2012年 5月から生き物共生型ササニ
シキ事業（地元農家に委託栽培、
DoCoMoと連携して「未来の種プロ
ジェクト」としてプロデュース 4、ブ
ランディング及び付加価値化）。

④2012年 2月から、総務省「緑の分権
改革」被災地復興モデル実証調査委
託事業：木質バイオマスエネルギー
実証調査（木質ペレットの実験製造、
ペレットストーブの普及のための諸
事業）

⑤2012年11月から環境省「復興資源循
環プラン策定・実証業務」委託事業：
生ゴミでメタンガスと液肥づくり（モ
デル地区の住民と事業者から生ゴミ
を収集し、バイオガスデモプラント
で発電実験、メタン発酵液肥をつくっ
て配布）

⑥2013年から町のブログ制作（委託事
業、地域各種情報の取材、編集掲載）

③町の特性を生かす事業構想：森、海、里、街が
コンパクトにまとまっている。第 1次産業から
第 3次産業までバランス良く展開されており、
「資源循環」を示すほどよい規模と条件。
④地域住民が主役となる事業展開：地元の住民や
業者との出会いから事業のアイデアを練り、地
元の業者や住民が事業の担い手となることで利
益が出るだけでなく、他の住民にも利益がもた
らされる「社会性・公益性」の高いビジネスモ
デルの工夫
⑤情報発信事業で町の復興事業に携わる他の団体
や個人、業者とつながりをつくり、連携を可能に：
モデル事業の期間終了により収入が途絶えた期
間は、町のブログ「南三陸なう」の制作を南三
陸町より受託し、現在に至る。「食いつないだと
いう以上に、取材活動を通して復興に関わるさ
まざまな組織・団体や個人とつながるようにな
り、地域資源の発掘につながった。ブログ制作
はこれから使えるノウハウになった」（佐藤氏イ
ンタビューより）

2014
年～
現在

①上記で行われた実験が事業化され、
アミタの「循環型地域モデル」が、
町のビジョン「バオマス産業都市構
想」として掲げられ、2014年 3月に
国で先進モデルとして認定された。

②2014年 7月からアミタと南三陸町が
バイオガス事業の実施に向けて正式
に協定書を締結。この成功を受けて
環境省の依頼で海外（パラオ共和国
とベトナム）でも事業開始。

⑥事業化の成功（制度化の成功、地元多くの住民、
業者が参加する資源循環事業の運転開始）
⑦波及効果（南三陸での実践を踏まえてアミタは、
マルチステークホルダーが関わりそれぞれが利
益を得られる循環産業の「勝ちパターン」をつ
くることができ、地域プロデュース事業が他地
域でも展開できるようになった）

4  詳細は「未来の種プロジェクト」公式HP　http://mirainotane.jp/ 参照
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（ 2）佐藤博之氏によるアミタ発ソーシャル・イノベーションを可能にした条件

アミタの包括的資源循環システムのアイデアを採用し、南三陸町は「バイオ

マス産業都市構想～森・里・海・街の豊かさが循環するまち～」を策定し、

2014年 3月にバイオマス産業都市関係府省連絡会議の審査を経て、国からの認

定を受けた。同構想を具体化する第一歩として、南三陸町とアミタは2014年 7

月、バイオガス事業実施に関する協定を締結し、民設民営によるバイオガス施

設が誕生した5。図 3はアミタが当初掲げた資源循環型エコタウンのコンセプト

図と、南三陸町が最終的に策定したバイオマス産業都市構造の図である。この

ように、アミタが追求した価値観とビジョンは、町のビジョンとして「制度化」

5 2014年 7月 2日「三陸新報」に本件を報道した記事「生ごみ、し尿汚泥を熱源化－南三陸
町来秋稼働へ企業と協定」が掲載された。

の価値を高めるプロデュース事業、都市と地域の人材マッチング）、情報資源（環

境認証、環境マーケティング・CSR、業務効率化支援事業）の 3分野で事業を

展開してきた。東日本大震災を経て、アミタグループは「自然や人間をコスト

として捉える経済優先の文明から、自然や人間を資産に変える価値創造の文明

へ」という価値指針を明確に打ち出した。2013年、熊野英介社長は「思考する

カンパニー」を宣言し、次のように述べている。

極大化した近代システムが、震災によって一瞬にして崩壊したとき、そ
れに依存してきた人たちの経験は、あまりにも役に立ちませんでした。本
当に役立ったのは、「思考する仲間たち」の経験と実践です。（中略）「国
家が裕福になれば豊かなコミュニティができる」という仮説はくずれ、「豊
かなコミュニティの総和は、裕福な国家を超えることができる」という希
望へと、世の中は変貌しています。（熊野, 2013）

南三陸におけるアミタ持続可能経済研究所の実践は、「豊かなコミュニティ」

を目指したアミタグループの実験であり、社会的企業が主導するソーシャル・

イノベーションの格好な事例だと言える。事業リーダー佐藤博之氏を中心に、

南三陸におけるアミタの「起業」はどのような経緯をたどってきたのか、筆者

の聞き取り調査に基づき、概要を表 5で示す。
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を果たした。

この成功は、起業家である佐藤博之氏のストーリーなしでは当然語れない。

佐藤博之氏は確固たる信念と優れた起業家精神を見せ、その事業づくりの智慧・

スキルは、まさに「スーパーヒーロー」とされる社会起業家の成功要因によく

挙げられるものであった6。しかし、佐藤氏をスーパーヒーローにしたのは、本

6 詳細は李（2013）を参照されたい。基本的な成功要因は、上記表 5右側の一列でも示して
いる。

図 3　アミタによる事業提案の制度化
注：左がアミタのコンセプト、右が町のバイオマス産業都市構想

102

Komazawa Journal of Sociology No.48, 2016



人の優れた資質と能力以外にないのだろうか7。「ヒーロー的起業家を誕生させ

るもの」という視点から分析していきたい。

野澤（2012）は、従来の地域におけるイノベーション研究は、ベストプラク

ティスを通して、「そこで展開されている制度、政策などに着目して成功要因

を抽出する研究が多かった」とし、「しかし、制度や政策の紹介だけでは漠然

的であり、何に影響があったのか、何が作用したのかなど、具体的には不明な

点が多い。イノベーションの因子を抽出するためには、制度や政策だけでなく、

イノベーションの主体の性質やイノベーションの局面や条件などの把握も合わ

せて行う必要がある」と強調する（野澤, 2012: 22-23）。佐藤氏の「起業家的性

質」がどのような局面と条件で生かされたのか見てみよう。

1 ）社会的企業の価値理念と思考法の浸透が内部起業家を誕生させる

南三陸におけるアミタのイノベーション事業にとって、重大な局面が 3つ

あったと言える。まずは 1年目、当初予定していた高台でのエココミュニティ

計画が挫折した局面、次はWin-Win関係を具体的に作り出すアイデアが必要と

される事業開発の局面、第 3は、実証実験終了後から正式に事業がスタートす

るまでの空白期間の局面、である。

この 3つの局面において佐藤氏の決断とアイデアを支えたものは、なにより

アミタの企業理念、「アミタ流のものの考え方、仕事のやり方」の存在が大きい。

佐藤氏への「アミタ流」の浸透は、半年間社長の鞄持ちとして直に社長に接し

ていたことによる部分もあるが、アミタに入社する前から彼自身が持っていた

価値観と、アミタの価値理念との共鳴が根底にある。佐藤氏は1965年生まれで

あり、グリーン購入ネットワーク専務理事、世界エコラベリングネットワーク

総務事務局長などを経て、2008年にアミタグループに入社した。「空中戦から

7 成功する起業家に共通する資質について、堀池（2014）は海外及び日本の研究者 8名によ
る議論を整理し、「能力として求められるものは、先見性、リーダーシップ、決断力、挑
戦力、変革・革新力、実行力、構想力など。メンタリティーについては、情熱、信念、無私、
高い志などが挙げられている」と指摘し、更に「指導者」として「知力，説得力，肉体上
の耐久力，自己制御の能力，持続する意思」も求められるという。本稿で取り上げる起業
家には上記の資質のいくつかが顕著に見られるが、ソーシャル・イノベーションの成功を
起業家個人の優れた資質に帰結せず、むしろそのような起業家を生み出す（起業家の優れ
た資質を生かす）環境的要因を探るのが本稿の視点である。
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地上戦へ」、これは佐藤氏がアミタに入社する理由であった。グリーン購入の

促進は結局「消費の促進」から離れられない。「『より便利より多く』から卒業

しなければならない」「消費そのものを問う。豊かさを違う方法で探す。消費

に頼らないような経済をつくる」という佐藤氏の考えは、グリーン購入やエコ

ラベリングの運動だけでは実現できなかった。それらは佐藤氏にとって「空中

戦」であり、「世の中の仕組みは変わっても、暮らしの根本的な変革には辿り

着かないと感じた」と言う。「持続可能は単に『環境に良い』ではない。地域

での暮らし方である」。地域で資源循環型の暮らし方を実現する仕事の実践を

追求すべく佐藤氏は入社し、 3年間地域プロデュース事業に没頭したが、実験

的な取り組みから多くの知見を得ることができたが、事業としての成功には至

らなかったという（2012年10月27日聞き取り）。その矢先に起きた東日本大震災、

何ができるのか探るために、佐藤氏は社長特命で被災地に入った。

「無駄なものはない」というアミタのベースとなるスタンス、そして「価値

創造」という変わらぬ方向性。佐藤氏の数々の事業アイデアはそこから出発し

ている。最初の事業である遊休地を使ったトウキ栽培（2012年 5月11日聞き取

り）、生ごみから発電と液肥づくり、間伐材から木質ペレットをつくる、これ

ら事業の大枠の構想にとどまらず、南三陸の物語を伝えるメッセージとなる商

品をつくるアイデアも、捨てられたかんなくずを見て佐藤氏がひらめき、それ

を緩衝材に使ったササニシキのギフトを開発した（2012年10月27日聞き取り）。

そもそも入谷でササニシキの栽培を地元農家と始めたのは、「中山間地域で生

き残るために、百姓的魅力をどう創造するか」「自然と共生する人々にどう価

値をつけるかという価値創造」を目指したものであった（2014年 3月19日聞き

取り）。「コスト削減、利益最大化」というビジネスの方向性ではなく、「価値

の創造」を目指しているからこそ、常に「社会性の高い付加価値をどうつける

か」を考える。「単なる金銭以上の価値を提供しなければ。つけた人が自慢す

るような（ペレットストーブ）」。「（ペレットの配達について）物流をコストに

せず、価値にする」（2012年10月27日聞き取り）。このように佐藤氏のアイデア

の源は「社会性の高い付加価値づくり」のプロセスにある。基本的なスタンス

と目指す方向性が明確であれば、状況が変わっても、起業家は柔軟かつ自由な
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発想で対応策を考えることができる。

挫折しそうになったとき、佐藤氏を支えたのもアミタ精神であった。「チャ

ンスを逃さない、失敗を恐れずにやる。単純なことだができない人が多い」（2015

年 1月15日聞き取り）。「アミタのDNAは『諦めるな』『既成概念の打破からス

タート』」（2012年10月27日聞き取り）。実証事業の補助機関が終了し、収入が

途絶えた時期に、諦めずに南三陸にとどまり、町のブログ制作の委託だけで乗

り切り、資源循環事業の正式な委託を迎えることができたのも、「諦めない」

精神が根底にあった。

Win-Win関係を具体的に作り出すという局面では、アミタ流のやり方が効果

的に働いた。「業」として成立すると確固たる数字データと証拠をもって提案

するために、実証事業を先にやるというやり方。実証作業はできるだけ公的資

金（行政補助金）を獲得するというやり方。地域の協力を得るために「利益の

分配」ではなく「一緒に利益を生み出す」方向性と実現可能性を見せる、長期

的に持続可能な事業であることを示すアミタ流のやり方である。

・「理想は求めるが、自らが実践可能な事業計画をつくる。絵に描いた餅じゃ

ない」（2012年 8月26日聞き取り）。

・「やりたい、ではだめ。知り合いになってもだめ。具体的な話があって初

めて意味がある」（2012年 8月26日聞き取り）。

・「行政のお墨付きは必須、しかし事業を興すのは民間、実際に動くのが地

域の方々」（2012年 5月11日聞き取り）。

・「税金を使うのは悪くない。税金に依存するのが悪い」（2014年 3月19日聞

き取り）。

・「新しい価値を生むような投資の考え方を、官民とも持つ必要がある」（2014

年 3月19日聞き取り）。

・「まちづくりをストレートに話したら、利害対立が起きる。事業をつくろ

うとしているので, 同じパイを分けるのではないので、話が通りやすい。

ハードルが低くなる」（2012年 8月26日聞き取り）。

・「合意形成のためにやってみせることが重要。「業」としてやれることを見

せる必要がある。そのために実証と実験が必要」（2012年 5月11日聞き取

105

駒澤社会学研究　48号　2016年



り）。

・「具体的な実験データで実行可能性を立証し、町に提案した」（2013年 3月

5日聞き取り）。

・「黒字になる見込みが必要。京都の前例がある」（2014年 3月19日聞き取り）。

・「事業性が成り立つモデルをつくることができれば、日本だけではなくア

ジアで商品化できる。南三陸全体がショーウィンドウになる」（2012年 5

月11日聞き取り）。

このように、南三陸における佐藤氏の成功は、アミタの価値理念とアミタ流

の考え方、やり方が支えとなっている。社会的企業は、起業家精神を重んじ、

従来の営利企業とは異なる価値観や方法論を唱えていることから、その企業精

神、企業文化の浸透によって、社内からより多くの社会起業家を育て上げる母

体としても期待される。社会的企業を、一人の社会起業家による単一の事業体、

組織体として捉えるのではなく、次なる社会起業家を育てるインキュベーター

として捉え直すことが、ソーシャル・イノベーションを可能にする社会的な仕

組みづくりを考える上で、重要な視点となりうる。表 1に挙げた『ソーシャル・

イノベーションカンパニー調査報告書－新しい価値を創造する企業とは

（2012）』も、同様な指摘をしている。そこで定義された「ソーシャル・イノベー

ションカンパニー」とは、① 政府、自治体が行ってきた社会課題をビジネス

の手法で解決している企業、② 短期的な収益を越えた長期的視点から取り組

みを行っている企業、③ NGO / NPO との連携によって社会課題を解決する人

材育成を行っている企業であり、アミタもまさにこのような企業である。調査

報告では 9件の事例を分析し、ソーシャル・イノベーションカンパニーに共通

した特徴として強調した一つが、｢企業理念の浸透｣ である。「社会起業家の誕

生」の段階では、社会性を強調した企業理念の浸透、その理念で社会問題を発

見する企業風土、企業の資源を活用できる情熱的な「人」の存在が を握ると

いう。

社会的企業における企業の精神と文化の浸透は、一企業内にとどまる問題で

はなく、ソーシャル・イノベーションを促進するという社会的課題にとって重

要だといえる。
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2 ）南三陸はアミタのイノベーション事業に適した「場」であった

「Win-Win関係を具体的に作り出す事業開発の局面」において、佐藤氏が「解」

を提示できたのは、佐藤氏個人の優れた能力による部分もあるが、南三陸町と

いう場、震災復興というタイミングが、アミタの事業に「適した場」であった

ことも無視できない。「天の時、地の利、人の和」が事業の成功を助ける。優

れた社会起業家がどんな状況でもヒーローになれるわけではない。ソーシャル・

イノベーションの条件を検討するには、社会起業家にとって ｢適切な場（タイ

ミング、場所、場面、場合）とは何か｣ に気を配らなければならない。

・「ここでできなければほかでもできない。インフラをゼロからつくる機会

はなかなかない」（2012年 8月26日聞き取り）。

・「人々はたくさん失った。どうせ町づくりをするなら、もとのまちをつくっ

ても仕方がないという感覚があった」。「モノが大事、いろんなモノが大事

に思える精神性があると思う」「震災でみんな助け合った。林業者が漁師

の小屋を建てた。山と海の循環系はやりやすい」（2012年 8月26日聞き取

り）。

・「やりやすい面として、人と人とのつながりが震災によって深まった側面

がある。それからゼロベースの発想と精神構造、マイナスからの出発だと

いえる」。「やりにくい面は、出る杭は打たれる。地域間対立や業種業態間

対立などがある」（2012年 8月26日聞き取り）。

震災復興というタイミングでは、外から入ってくる人のアイデアや取り組み

は、受け入れられやすい。「外に対してオープンな状況かどうか」が、社会起

業家にとって重要となる。チャレンジ精神は不可欠だが、適切なタイミングで

なければ成功の機会を逃してしまう。

「天の時（タイミング）」だけではなく、「地の利」も忘れてはならない。ア

ミタが目指す ｢地域資源が循環する豊かなコミュニティ｣ にとって、森、里、街、

海が狭い範囲内ですべて揃っており、製造業と商業だけではなく、林業、農業、

漁業を生業とする人々も多くいる南三陸町は、アミタの理念と技術が生かされ

やすい町だといえる。南三陸町の77%は森林が占める。「町の境が山の峰で連

なって地形に、10本ほどの川があります。雨が降ると、町境となっている峰の
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内側から川を流れて志津川湾に注ぎます。つまり、町に振った雨だけが湾に流

れることで、他の影響を受けにくいため、豊かな自然がコンパクトにまとまっ

ているのが特徴」（「未来の種プロジェクト　森について」http://mirainotane.jp/

about/mori/）。森は間伐材や木質ペレットの製造に生かされるだけではない。

アミタでは環境認証事業を行っており、「フォレストック認定」8 によって南三

陸の森の資源循環化を図っている。DoCoMoと連携し、南三陸の森林機能を

「CO2吸収量クレジット」9として価値化し、購入する。さらにその価値を製品・

サービス化したものを一般に販売し、その収益を森林整備に還元する。「里」

については、津波による被害を免れた入谷地区が、地域に伝わる伝統ある作物

で価値を創造したいアミタにとって、得がたい舞台となった。

ササニシキは、かつてコシヒカリと並び「二大横綱」と評された人気銘
柄で、宮城県を代表するお米でした。しかし、機械化や化学肥料に頼る近
代型の農業では育てにくいとされ、現在では生産量が激減しています。私
たちは、生きものと共生する農法でササニシキを栽培し、その新たな可能
性を拓いていきたいと考えました。
一方のトウキは、もともとこの地方に自生しており、江戸時代には「仙
台当帰」の名で栽培されていた薬草です。トウキの根は現在も多くの漢方
薬に処方される生薬で、血行を促進し、冷え性、婦人病に良いとされてい
ます。私たちは、女性をはじめ健康への不安や関心が高まっているいま、
このトウキの栽培を通して、QOL（生活の質）の向上に役立てていこう
と考えています。
ササニシキもトウキも宮城県由来の作物であり、東北発のシンボルとして
誇りを持って多くの人たちに愛される産物として復興させたいと思います。
（「未来の種プロジェクト　里について」http://mirainotane.jp/about/sato/）

南三陸という町の「地の利」だけではなく、アミタ南三陸オフィスの立地も

8 「フォレストック認定」とは、一般社団法人フォレストック協会が森林認証機関（第三者
機関）と協力し「森林の管理・経営、生物多様性、CO2吸収量」などの面から森林を評価
したもので、日本の森林管理レベルを向上させることを目的に行われているもの（http://
mirainotane.jp/about/mori/）。

9 森が持つさまざまな機能のうち、地球温暖化防止に貢献をするCO2の吸収量を定量的に計
算し、新しい“ものさし”として新たな価値を創出する。この、認定・価値化されたものを
CO2吸収量クレジットという。フォレストック認定制度はこのクレジットを購入する企業
がその取組をビジネスに組み入れ、守り育てる仕組み（http://mirainotane.jp/about/mori/）。
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「地の利」の一部だと言える。復興活動に関わる人が必ず訪れるようなシンボ

ル的地域、志津川中心部にある「さんさん商店街」から丘に向かって歩いて行

ける距離にあり、アクセスしやすく、ネットワークづくりにはもってこいの場

所だと言える。

「人の和（輪）」として挙げなければならないのは、技術者の存在である。バ

イオガス、木質ペレット、トウキの栽培、いずれも成功するためには、専門的

な技術者が欠かせない。「アイデアを考えるのが楽しい。しかしものにするの

はみんなでやらないと。構想は得意だが、うまくつくるには現場をよく知るメ

ンバーの力と智恵が不可欠」と佐藤氏は言う（2012年10月27日聞き取り）。ア

ミタは資源のリサイクルを本業としており、南三陸より前に京都でもバイオガ

ス事業を展開した経験があり、実証済みの技術力がある。トウキ栽培について

は千葉大学の専門家と協働している。林業組合、製材業者など「業」に詳しい

地元の専門家・実践者たちの存在も事業成功の重要な条件だと言える。

3 ）困難な時期を乗り切るための最低限の保障があった

3つ目の条件として、「困難な時期を乗り切るための最低限の保障」を挙げ

たい。個人の社会起業家であれば、資金が続かない場合窮地に陥ることも考え

られる。企業から派遣された佐藤氏には、会社から派遣されたスタッフの人件

費とオフィスの賃料の保障があった。実証実験は政府の補助金を獲得して行う

という方針だが、それが続かなくなった場合でも、アミタ経営陣から継続につ

いての強い意志とサポートがあったため、すぐに撤退する必要はなく、「粘る」

ことが許される環境にあった。また、社長特命で現地入りし、決定を下すこと

ができた（決定権がある）ことも大きい。

前記の『ソーシャル・イノベーションカンパニー調査報告書』では、ソーシャ

ル・イノベーションカンパニーに共通した特徴として、企業理念の浸透以外に、

次の二点を挙げている。一つは、「社会問題を解決するための具体的な商品や

サービス、事業の開発」の段階において、現地の声をとことん聞き、長期的視

点に基づく収益の戦略を立て、他社、NPO / NGOなど必要とされる他組織と積

極的に連携し、効果的な情報配信を行っていること。もう一つは、事業の「普
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及プロセス」を見ると、政府機関や国際機関の評価を得ることによって「共感」

を広げ、事業を継続させることが重要になるという。長期的視点に基づく収益

戦略のためにも、政府機関の評価を得るためにも、一定期間の継続性と実績は

不可欠であり、困難な時期を乗り切る資源が必要とされる。社会起業家を支え

る仕組みを考える場合、現状ではスタートアップの資金支援は多いが、起業家

が自らの判断で必要な時期に自由に使える資金を提供する仕組みの探求が必要

である。

「日本の未来型は、たくさんの個性豊かな地域の集約」であり、そのために

は「地域にこだわる人を育てる」だけではなく、「ビジネスとしてどうやるかが、

更に難しい」と佐藤氏は言う（2014年 3月19日聞き取り）。南三陸での事業の

考え方として、「地域の中でどこまで地域内循環ができるかまずやる。共感市

場を地域内でつくる。しかし小さいので、ベースを地域に作りつつ、外をどう

巻き込んでいくのか考える。DoCoMoと連携し、情報発信でサポーター制度を

作った。ビジネスとして成り立たせるにはもう一ひねりが必要で、そのために

らでぃっしゅぼうや10と組んだ」（2012年10月27日聞き取り）。「良いこと」で

はなく「事業」としてどうかが大事だと強調する佐藤氏。「ようやく回り出した。

（成果が見えるには）あと15年かかる」（2015年 1月15日聞き取り）。2016年 1

月 1日、佐藤氏はアミタ株式会社の代表取締社長に就任した。南三陸でヒーロー

になった社会起業家が母体に戻り、より多くの社会起業家を生み出す組織の先

頭に立った。　

5 ．アイデアマンを社会起業家に変身させる協働型ソーシャル・イノベーショ

ン事業

アミタの佐藤氏による南三陸でのソーシャル・イノベーションは、社会的企

業が主体となる事業展開において、起業家を誕生させた「社会的企業主導型事

例」だと言える。明確にソーシャル・イノベーションが目指された結果社会起

業家が誕生する以外にも、多くの「偶然」が重なり社会起業家が誕生すること

が考えられる。ソーシャル・イノベーションが起きやすい仕組みとは、社会起

10 有機野菜・低農薬野菜、無添加食品の定期宅配サービスを提供する宅配会社。
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業を明確に目指す人をサポートする仕組みがあるだけではなく、「偶然」によっ

て社会起業家が生まれやすい仕組みでなければならない。次に注目するのは、

「偶発的状況」によって社会起業家が誕生し、異なるタイプの組織と個人が協

働して展開される事例である。南三陸復興ダコの会の立ち上げに関わり、南三

陸研修センターを運営する中心人物の一人、阿部忠義氏によるソーシャル・イ

ノベーションの取り組みを見ていこう。

（ 1）事業展開の経緯と起業家の出現

阿部忠義氏は震災前、町役場の産業振興課に12年間勤め、主に商工観光関係

の業務に携わっていた。震災後、2015年 3月まで入谷公民館の館長をしながら、

「自活なくして復興は考えられない」と、南三陸復興ダコの会の仕掛け人の一

人として、｢つながりから仕事を創り、仕事づくりからさらにつながりを創る｣

実践に没頭してきた。より自由に動くために、2015年から公務員を離職し、南

三陸まなびの里いりやどを拠点とする南三陸研修センターの事業に専念し、「つ

ながりと学び」を軸とするまちづくりの仕組みを構築している。

阿部氏による起業過程を、筆者の聞き取りに基づき表 6のようにまとめて示

したい。

（ 2）阿部忠義氏と仲間たちによる協働型ソーシャル・イノベーションを可能

にした条件

南三陸復興ダコの会と南三陸研修センターは、震災後の一連の出会いの中で、

阿部忠義氏がその仲間たちと共に起業し、町内外の各種組織、団体と協働しな

がら構築したまちづくりの仕組みである。中心メンバーは阿部氏のほかに、阿

部氏の同級生で一緒に避難所で活動していた飲食店経営の高橋修氏、農園コ

ミュニティをマネジメントする阿部博之氏（アミタのササニシキ栽培事業の

パートナーでもある）、当時、大正大学事務局長の柏木正博氏である。それは

地域の基幹産業である農業や林業、漁業、観光業に「若者のベンチャー的要素

を取り入れて」活力をもたらす仕組みであり、「活動
4 4

と事業
4 4

の間」の成功事例

となることが目標だという（2015年11月21日聞き取り）。アミタはビジネスと
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表 6　復興ダコを中心とした事業展開とソーシャル・イノベーションへのポイント
時期 活動内容 ソーシャル・イノベーション

へのポイント
震災
直後
～

2012
年

①志津川小学校避難所で被災者の世話。ボランティアの受け入れを行
う際に、大正大学から12日間のべ約130名が入る。高橋修氏と一緒
に大学生を案内し、朝日新聞の記事に取り上げられ、多くの大学か
ら学生が来るようになった。このことがのちの研修センターの立ち
上げのきっかけとなる。

②避難所で被災者にとって何かやること－ ｢仕事｣ が最も大事だと実
感。大正大学ボランティアの最終日に偶然、震災前に阿部氏が開発
したオクトパス君の文鎮を大正大担当者に贈ったら、コミュニティ・
ビジネスでオクトパス君グッズを復活させようと 4月下旬に大正大
から初期投資をいただく。2011年 5月から文鎮「ゆめ多幸鎮オクト
パス君」の制作販売開始。 6月に「南三陸復興ダコの会」設立、 7
月に廃校となった入谷中学校でYES工房を開始。オクトパス君グッ
ズ以外に企業からノベルティグッズを受注。

③ 8月からグッズ取扱店舗が増え続け、現在全国63箇所で販売（多く
の支店を持つ千葉日産自動車は 1箇所としてカウント）。

④ 9月から、入谷地区がかつて伊達藩養蚕の発祥地だったことから、
繭細工製品も開発。20数名を雇用。

①大震災：計り知れないほど
多くのものを失い、ものの
見方と考え方が大きく変
わった。

②避難所：着の身着のままで
集まり、助け合いながら暮
らした。現代社会の日常は
実は奇跡で、当たり前と
思っていたのが間違いだっ
た。助け合いの大切さと美
しさを実感。

③受援力：人のつながり、ネッ
トワークの力。地域をつな
ぐことを意識してやること
が多様な事業を立ち上げる
きっかけになる。断るのは
簡単で、無難にやれること
だけやるなら今の展開がな
かった。

④仕事場：活力を取り戻すた
めに、生き生きと働く場が
必要。喪失の痛みを紛らわ
すためにも。

⑤YES：NOと言わない工房。
エンターテイメント性を意
識して魅力的な商品づくり
と、生き生きと働ける職場。
「仕事厳しく、職場楽しく」
（2013年 8月30日聞き取り）。

2012
～

2013

①オクトパス君が南三陸を象徴するキャラクターとなり、 1月にJR東
日本のポスターに起用され、各駅9900箇所で掲示。

② 4月からノベルティ会社「フロンティアジャパン」とタイアップ開
始

③震災を経て、物事を考える新たな物差しに気づき、教育の場として
の南三陸の価値を生かす「人づくり」事業に乗り出す。 6月に「一
般社団法人南三陸研修センター」設立。

④オクトパス君グッズの種類が増え、各種イベントに参加。 9月、研
修センターでは全国の私立大学から参加者を募集する「私大ネット
36スタディツアー」を実施。工房や農園コミュニティでの体験も学
びの一環に位置づけられる。

2013
～

2014

① 3月に宿泊研修施設「南三陸まなびの里いりやど」オープン、各種
研修プログラムの開発・実施が始まる。 3月と8-9月にそれぞれ私大
ネットのスタディツアーを実施。

②工房では 5月からオクトパス君せんべい製造開始、また森の間伐材
を利用したオクトパス君グッズを多数開発・製造

③ 6月、研修センターで「ばば山」と呼ばれる見晴らしの良い山をボ
ランティアの手で整備し、里山と百姓の誇りが感じられる「グラン
マの森」事業がスタート

⑥農工房：NOと言える工房。
耕作放棄地に対してNO。
ボランティアと地域住民と
の交流の場とする。

⑦持続性：YES工房、農園コ
ミュニティ、いりやどなど
が協働し、｢つなぎ産業｣
から持続可能な産業へと展
開。

⑧恩送り：感謝の気持ちを忘
れずに、制作しているグッ
ズは感謝をリレーする「コ
ミュニケーショングッズ」

⑨異交流：異なる環境、地域、
人、業種の多様な交流に
よって学ぶ。「交流型の学
びの里」を創る。人が集ま
る場に、知的財産を持つ人
が集まるハブ的な場にす
る。

⑩黄金郷：産金の地として栄
えていた時代よりも更に元
気な地域を創る。地域づく
りの金メダルを目指す。
（「南三陸復興ダコの会」が、
H26年度総務省ふるさとづ
くり大賞団体賞を受賞）

2014
～

2015

①オクトパス君グッズがメディアにも取り上げられ、安定した販売実
績を持つようになる。数々の関連商品が開発され、現在は54種類を
販売している。

②10月に大正大学地域構想研究所設立。
2015
～

①YES工房からノベルティグッズの下請け生産が独立し、工房はオク
トパス君グッズ、繭商品、木工商品、せんべい、野菜商品など多く
の種類を開発販売。

②大正大学地域構想研究所南三陸支局が開設され、まなびの里いりやど
が拠点と位置づけられ、阿部氏が正式に地域構想研究所の職員となる。

③研修センターではプログラムが増え、スタディツアーとして「震災の
教訓に学ぶ」「人との出会いに学ぶ」「自然の循環に学ぶ」という体
系立った学びのデザインができている。学びの体系には、森、里、海、
街の要素がそれぞれ取り入れられ、アミタの取り組みとも連携してお
り、それ以外にも数多くの組織・団体と協働している。大学生のスタ
ディツアー以外に、大人向けのスタディツアー「南三陸School」、ボ
ランティアと共に森を整備し活用する「花見山プロジェクト」、そし
て南三陸町全体を学びの場とするインターンシップも始めている。ド
キュメンタリーやインタビュームービー、まちづくりゲームなど、学
びのツールも多数開発・活用している。

注：本表右側の10のポイントは、2015年 1月14日聞き取り調査において阿部氏が今までの取り組みを 3文字
ずつのキーワードで示したものである。
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して「事業」の実行可能性、持続可能性にこだわっているのに対して、復興ダ

コの会は「産業」よりも「まちづくり」にこだわり、産業としての農業や林業

ではなく、「生業」としての農業や林業を目指すという。それは「地域の場、

人がつながる場としての農業や林業」を意味するという（2015年11月21日聞き

取り）。その結果、「社会的利益を最優先する活動
4 4

」と「経済的利益を考える事
4

業
4

」の「間」（阿部氏は「際
4

」という言葉で表現）を戦略的に狙っている。

ふるさとづくり大賞の団体賞受賞が、復興ダコの会を中心とする一連の取り

組みの成功を象徴していると言える。南三陸にはかつてなかった、持続的に地

域内の異なる業種、立場の組織・個人をつなぎ、地域の外と中をつなぐような

仕組みができた。その仕組みを図 4のように簡単に示したい。

このまちづくりモデルの構築には無論、阿部氏個人の資質と能力による部分

は大きい。アイデアマンであること、ものづくりの優れたセンスや商品開発の

才能、コミュニケーション能力の高さ、行政の産業振興課に勤めていた経験と

人脈などである。アミタの事例と同様に、本稿は阿部氏個人の能力と資質より

も、一連の起業と展開のプロセスから、阿部氏を社会起業家たらしめた条件を

探りたい。

図 4　阿部氏と仲間たちが構築した ｢学び｣ を軸にしたまちづくりモデル
注：南三陸研修センター http://ms-lc.org/aboutの図に筆者加筆修正

花見山プロジェクト、グ
ランマの森、震災の教訓
の発信など、協働プロジェ
クトのデザイン（人が集
まる場、つなぐ仕掛け）

森、里、海の地域資源
開発の協働事業（復興
ダコの会の具体的な商
品、製品作りが中心）

学びのフィールド
としての南三陸町

地域資源開発と地域づくりの実
践を通して学ぶ、｢つなぐ｣ こと
によって学ぶ。「まちづくりカー
ドゲーム」などツールも開発。
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1 ）震災と避難所での経験による ｢覚醒｣

「新たな社会的価値」を求めるソーシャル・イノベーション。モチベーショ

ンの源となる「価値への志向性」はどのように生まれるのか。アミタ佐藤氏の

場合は、彼自身の価値観と社会的企業アミタの価値理念および精神が共振し、

起業に際して強い支柱となった。阿部氏の場合、震災と避難所での経験による

価値転換が顕著に見られた。「人間は本来の能力を使って生きてこなかった。

震災で運良く助かり、『根っこ』が変わった。本能にスイッチが入った」と阿

部氏は語る（2014年 3月17日聞き取り）。主流価値観に対して、震災と避難所

生活は、明確な形でNOを突きつけた。学歴も収入も地位も、「生きる」ことに

とってはなんら意味を持たない。避難生活をすると、「人間の生き方、あるべ

き姿」にたどり着くという（2014年 3月17日聞き取り）。助け合うことこそが、

生きることにつながる。「過疎地で、わずかな収入でもずっと普通に生きてい

ること、助け合いながら暮らしていることは実はすごいこと。そのすごさが価

値であり、文化である。そのような新たな物差しができた」（2013年 8月30日

聞き取り）。

阿部氏が南三陸のまちを「学びの里」にしていこうと考えたのは、自分たち

のまち（田舎）にこそ、人間を育てる上で重要な価値と文化があることに気づ

いたからである。「勝ち組負け組で判断するのではない。強く生きるために一

流の学歴、一流の企業に入り、勝ち組になるのが良いとされたが、震災によっ

て、『知識よりも創造力が大事』だと分かった。田舎には、「創造力」に近い力

はもともとある。創造力（潜在能力）にスイッチが入ると生き延びる力が身に

つく」（2013年 8月30日聞き取り）。

「震災前なら気づいたとしても行動するとは限らなかった」が、震災後は、「と

にかく何でもやってみようという精神」が目覚めたという（2015年11月21日聞

き取り）。「避難所生活で、1000人以上が命をつなげようとする動きが、『生き物』

に見えた。メカニズムが見えた」（2015年11月21日聞き取り）。そのメカニズム

をまちづくりのさまざまな局面に生かし、学びの場とする。「今がチャンス。

今しかできない。人づくりと地域づくりに関わるさまざまな実験をして、なに

か一つでも残れば良い」（2013年 8月30日聞き取り）。このように、「避難所で
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学んだことがベースになって」、阿部氏の「価値支柱」の土台が形成されたと

言える。

2 ）出会いを協働にする「グレーゾーン」と「際」の発想

佐藤（2013）によれば、イノベーションによる地域活性化を見る際に重要な

のは、「不確実性」を踏まえることだという。佐藤はコーエンらが提示したゴ

ミ缶モデルを引用し、事業の参加者は必ずしも明確な選好を持っていないこと、

必ずしも明確かつ十分な知識を持っていないこと、参加者そのものもきわめて

流動的であることを「三つの不確実性」とし、「決定への参加者」「さまざまな

問題」「解」が無秩序に混ざり合っており、混ざり具合や処理の具合によって

偶然によって結びつく。「イノベーションは問題に対する最適な解」ではなく「偶

然に結びつくもの」だという（佐藤, 2013: 9）。

阿部氏と仲間たちによる起業が今日の形に至るのは、まさに「出会い」を通

して、偶然がつながっていく中でできたものである。「出会いの中で価値や考

え方が変わる。ただ、それは移植されるというのではなく、自分の中にあった

ものが引き出されるようになる」（2015年11月21日聞き取り）。基本的な「価値

支柱」ができていることから、多くの出会いがあっても流されることはなく、

むしろ視野を広げ、目指すものがより明確になり、アイデアを補強し、事業の

次なる一歩にアクセスしやすくなる。ソーシャル・イノベーションの成功条件

として「協働」はしばしば強調されるが、出会いがどのように具体的な「協働」

に結実するのか、必ずしも明確ではない。阿部氏の言葉からヒントを得ること

ができる。

それは、「グレーゾーン」と「際」という言葉によって表現されている。「都

会では能力や知識、技術を高めれば成果が後からついてくるが、田舎では難し

い。ぎりぎりグレーゾーンのところで展開しないと生き残れない」（2014年 3

月17日聞き取り）。グレーゾーンとは、「既成概念から外れたオーバーラン」を

意味する。「それを認めるぐらいの社会じゃないとだめだ」と阿部氏はいう。「田

舎」では前例のないこと、慣例では認めていないようなことをやるのは難しい。

文句を言われないような「無難」なやり方では、多種多様な可能性を秘める出
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会いがあっても、一歩行動に踏み出せず、「協働」が生まれない。グレーゾー

ンを敢えて行くことが、可能性を潰さず、協働につなげる前提となる。

「無難に済まそうとせず、際を攻める」（2015年11月21日聞き取り）。｢際｣ と

は、｢普通に思いつくこと｣「常識」からちょっと外れたぎりぎりのところを意

味する。「裾を広くし、風通しを良くすれば大きな展開につながる。ものづく

りも、世にあるものではだめ、オリジナル性が重要」と阿部氏は言う。たとえ

ば、里山の整備は人を雇ってやるという正攻法で行うと進まない。しかし、人

が自分から関わるような仕掛けを入れるとできるようになる。花見山プロジェ

クトは、2015年 6月から1000人以上のボランティアが関わったという。お金が

なくても事業はできる。「価値はお金では測れない。生業づくりは、価値まで

追求していかないと幸せなものにならない」（2015年11月21日聞き取り）。「普

通ではないやり方」を模索するからこそ、協働の必要性が増し、積極的に協働

を進めるようになる。

「際」への志向性は、商品開発にも反映されている。地域外の若手デザイナー

や広報テクニックに強い協働のパートナーたちがいるなかで、阿部氏は「ネッ

トでの見せ方やブランディング」といった通常の考え方から一歩出たところで、

「商品力」を定義しようとする。「商品力には、物語とコンセプトがないと。口

ではうまく説明できないが、『いいものが感じられる』ような。それがものづ

くりのパターンになると思う。それは、現代社会で失われた『感性』をどう取

り戻し、どう商品で表現するか、に関わる」（2015年11月21日聞き取り）。

「出会い」が「協働」になるのは、社会起業家に価値支柱のベースができて

いながらも、自らの殻を破ろうとする意欲が備わっている時だけかもしれない。

3 ）内と外を継続的につなぐ空間としての「場」がある

南三陸復興ダコの会と南三陸研修センターを中心とするまちづくりモデルに

とって、「まなびの里いりやど」という宿泊研修施設の場（空間）が大きな意

味を持つ。

「つなぐ」、阿部氏らが起業する際に最もこだわる軸となる言葉である。「工

房はモノではなくコミュニケーションをつくるツール」（2013年 8月30日聞き
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取り）。「恩送りしていく取り組みから交流が生まれ、人と人がつながり、住民

が元気になり、地域も磨きあがる。そこから経済効果も生まれる。商売は常に

コミュニケーションの延長上にある。だから買ってくれそうな人、ではなく、

どんな人でもウェルカム」（2013年 8月30日聞き取り）。事業（ビジネス）はあ

くまでも「つなぐこと」の次に来る。「人がつながることを優先してやればいい」、

「存続がベストとは限らない」。それを阿部氏は「つながりビジネス」と言う（2014

年 3月17日聞きとり）。

「人と人がつながる『村』から、元気な社会を創るプロジェクト」の結び目

となるのが、2013年 3月に大正大学の地域構想研究所の拠点として建てられ、

南三陸研修センターが運営を請け負う「まなびの里いりやど」という空間であ

る。いりやどは、入谷の地名と宿を合わせた言葉で、同時に「IRIYA DO !（や

ります！入谷！）」という意味合いも含まれていという11。いりやどは最大一度

に40名が宿泊でき、食堂と研修室も完備されているため、多様な研修・滞在ニー

ズに対応できる。

山と海と里が密接に繋がる稀有な自然環境。連綿と続いてきた人々の営
み。震災を経て、この町で立ち上がろうとする人々の生き様。そして、こ
の地に結集する多種多様な人とのつながり。それらの中に、南三陸から伝
えられる「新しい価値」があります。
私たちは、「新しい価値」を若い世代に伝えることで、「新しい未来」を

想像していく手助けをします。私たちは、「新しい価値」をこの地に生き
る人々が再認識し、誇りを持てる地域づくりを手助けします。（南三陸研
修センター　http://ms-lc.org/about）

このようなミッションに基づき、南三陸研修センターは現在16種類の研修プ

ログラムを走らせ、各種まちづくりプロジェクトにも関わっている。宿泊でき

るいりやどは、「協働」に具体的な場を提供し、作業を容易にし、形の見える

ものにしている。

4 ）「教育」が異なる業界と業者が共に事業を進める媒体（メディア）となる

阿部氏らのまちづくりソーシャル・イノベーションモデルは、「学び（教育）」

11 大正大学サイトhttp://www.tais.ac.jp/contribution_society/opc/ より
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を軸にしている。特定の業種、業態による起業に比べると、教育という切り口

は多様な業種・業態をまたがり、結びつける媒体となるだけでなく、町の内側

と外側をつなぎ、異なる世代をつなぐ媒体でもある。「人口減少を補うために

交流人口が大事。そのきっかけづくりがしたい。地域資源を学びのフィールド

として提供するのはそのため」であり（2013年 8月30日聞き取り）、その際に「お

金を外から持ってくるぞ、という志向性」が重要だと思う（2013年 8月30日聞

き取り）。「ほかのところでも被災地を学ぶ多くのプログラムがあるが、農業体

験や漁業体験より、ここの人と知り合うことが一番勉強になる。しかしそのセッ

ティングが難しい。謝金を使って協力してもらうと限界がある」（2013年 8月

30日聞き取り）。南三陸研修センターの協働ネットワークに、復興ダコの会の

工房、農園だけではなく、林業者や漁業者、地域の観光協会、大正大学などい

くつもの大学、ANAやKIRINのCSR事業、アミタの南三陸オフィスなど多くの

組織と個人が加わっており、豊かな学びのフィールドとなっている。魅力的学

びには「外」からの投資が期待できる。ビジネスのためにビジネスを行うので

はなく、「大切にしているのは『人づくり』と『地域づくり』」であり（2013年

8月30日聞き取り）、「学び」を中心に事業を回しているという（2015年 1月14

日聞き取り）。

「田舎でも若者がそこそこ食べられる。それを認める地域になったと思う。

住民も外から人が入ってくることに慣れて、受け入れられるようになった。ま

ちづくりの土壌になっている」（2015年11月21日聞き取り）。このような土壌で、

多くの出会いを通して阿部氏らがたどり着いたのは「ソーシャル・デザイン」

だという。学びを軸にしたまちづくりの仕組みにおいて、「地域課題を見つけ

て解決していくビジネス」の連鎖が期待されよう。

6 ．ソーシャル・イノベーションの条件：「人」を社会起業家にする「仕組み」へ

ソーシャル・イノベーションを可能にするもの、促進する仕組みとは何か。

先行研究からは、人、財、知、関係、宣伝と啓蒙・普及の視点からいくつもの

指摘がなされている。しかし具体的に誰がどのようにすれば、指摘されたよう

な優れたリーダーや共感する協力者が現れ、多様なルートから必要な資金が集
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まり、立場と利害関係の異なる者同士が協働し、広報が効果的に行われ、新た

な社会的価値の啓蒙につながるのだろうか。

ソーシャル・イノベーションは、社会起業家となる「人」から始まる。ここ

で言う社会起業家とは、企業主を指すのではなく、普通のサラリーマン、学生、

公務員、フリーランスの仕事人など、身分と肩書きに関わらず誰もがなりうる。

何が人を成功した社会起業家にするのか、その条件を探ることができれば、ソー

シャル・イノベーションを促進する仕組みの形も見えてくるのではないだろう

か。本稿はこのような問題意識から、南三陸の復興事業における二つのソーシャ

ル・イノベーションにつながった事例の考察を行った。

佐藤博之氏を中心とするアミタの南三陸事業から、以下の 3つの条件が見え

た。

1）社会的企業の価値理念と思考法の浸透が内部起業家を誕生させる

2）南三陸はアミタのイノベーション事業に適した「場」であった

3）困難な時期を乗り切るための最低限の保障があった

阿部忠義氏と仲間たちが起業した南三陸復興ダコの会と南三陸研修センター

の事業から、以下の 4つが見えた。

1）震災と避難所での経験による ｢覚醒｣

2）出会いを協働にする「グレーゾーン」と「際」の発想

3）内と外を継続的につなぐ空間としての「場」がある

4）「教育」が異なる業界と業者が共に事業を進める媒体（メディア）となる

まず、人を社会起業家にする上で、力とアイデアの源となるのは「価値理念」

への追求である。震災や避難所生活のような強烈な経験がなくても、価値理念

への志向性を強く持っている社会的企業が企業精神と企業文化の浸透によっ

て、多くの社会起業家を誕生させる母体となりうる。次に、「場」の重要性が

二つの事例に共通してみられた。タイミング、場所、場面、場合など、社会起

業家にとって適した「場」との出会いが不可欠な条件だと言える。第三に、出

会いが協働関係に変わっていくには、「際」を求めること、従来と異なること

を行うグレーゾーンが許される環境と雰囲気が必要である。第四に、最も困難

な時期をやり過ごすための最低限の保障が必要とされる。最後に、事業展開を
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成功させる「軸」の存在である。アミタの場合、それはアミタの本業でもある

「地域資源の循環」であり、研修センターの場合、それは出会いの中から見出

された「学び」である。

ソーシャル・イノベーションを促進する仕組みを考える場合、価値理念の志

向性を育てる体験、経験の提供のほかに、既存の社会的企業の ｢人づくり｣ が

重要な役割を担うことになろう。そして多様な「場」の発見と提供、「はみ出す」

ことを許す社会的雰囲気づくり、困難な時期の資金保障を提供する信用組合も

しくはファンド、事業展開の「軸」を見出すための仕掛け（ワークショップや

イベント、実験的プロジェクトなど）が必要とされる。このような仕組みづく

りは単一の企業もしくは財団、自治体が担えることではなく、多様な担い手が

多様な形で参加し、緩やかに連携する、「生き物」のようなソーシャル・イノベー

ション推進プラットフォームの形成が望まれる。地域ベース、業界ベース、テー

マベースなどの、多元的なソーシャル・イノベーション推進プラットフォーム

が多数形成されるために何が必要か、引き続き注視していきたい。

※本研究は科学研究助成金基盤研究ⓒの補助金（平成23-27年度、課題番号：

23530683）による研究成果の一部である。
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