ソーシャルビジネス“進化”アカデミー
「ビジネスパーソンは、どのように社会に変化をもたらせるのか？」
～部署／組織／セクターを超えた仲間で Social Innovation を起こすワークショップ～
2015 年 12 月～2016 年 5 月 【全６回開催】
ビジネスは社会課題解決のアクターになりえるのではないか、社会課題解決を通じて市場経済にも変化を起こせるのではな
いか、そんな思いをもった人々に投げかけるアジェンダは、「ビジネスパーソンは、どのように社会に変化をもたらせるのか？」です。
ソーシャルビジネスは、経済の変化、ライフスタイルの変化から生じた課題に新たな価値を創造することで解決していく手法です。
ビジネス機会があるものの、まだビジネスモデルが模索されている段階といえます。
ソーシャルビジネスを「進化」させるためには、特定の組織や一つのセクターを超えて、他の組織や他のセクターと共に、共創し
ていく力が求められます。つまり、どのようにつなぐのかをデザインし、実行するための創造的な思考と（ソーシャル）ビジネススキ
ルを有していなければならないでしょう。そこには、新たな仕事の進め方や働き方が必要となります。
そこで、本プログラムは、今年度、「地域におけるイノベーション」を共通テーマに取り上げて、様々な分野の専門家がファシリ
テーターとして、対話や共同作業を中心にしたワークショップ・プログラムを進行します。地域におけるイノベーションは、まさに
“個の力はあるのに集団になると集合知を発揮できない”、
“同じ言語でも意味合いが違って相互理解が深まらない”、といった
異なる価値観をもった利害関係者が存在する環境下で、
新たな関係を生みだし、持続可能なアライアンスを構築していくことが必要だからです。
本プログラムを通じて、進取の精神をもった人々の組織／セクターを超えたネットワークの場となることも意図しています。一
社で解決しない課題に取り組む際の、そして、ビジネス機会を探る際の仲間を探しませんか。

主催：一般社団法人 DSIA(Durable Social Innovation Alliance)
共催：株式会社イトーキ・オフィス総合研究所
協力：大日本印刷株式会社 ソーシャルイノベーション研究所
開催日

2015 年 12 月 12 日、2016 年 1 月 16 日、2 月 13 日、3 月 12 日、4 月 16 日、5 月 14 日
初回１３時半～１７時半 ２回～6 回：いずれも土曜日 13 時半～17 時（13 時開場）

会 場

イトーキ東京イノベーションセンターSYNQA （http://www.synqa.jp/）

参加費

２万円 （6 日間全体通しの参加費と、初日と最終日の交流会費を含みます）
＊なお、単発参加も可能です。5 千円／回、交流会ご参加の場合、会費は別途必要となります。
＊最終回のみ参加の聴講者：千円、交流会ご参加の場合、会費は別途必要となります。

定 員

先着 40 名程度
30 代の若手から初期中間管理職世代をメインターゲットとします。起業家のご参加も歓迎します。

申込方法
振込先

SYNQA 申込フォームからお申込みいただき、お振込みください。領収書は初回、会場にてお渡しします。
三菱東京 UFJ 銀行神保町支店 普通 0078254 一般社団法 DSIA
（イッパンシャダンホウジンディエスアイエー）

問合せ先

info@dsia.or.jp 一般社団法人 DSIA

藤村、服部

進化アカデミーは、「Social Innovation」の実践を意図して開発されたプログラムです。
ソーシャルイノベーションに必要なスキルや資質の獲得あるいは向上、特に、“連携と協力の体制を
柔軟に築き、価値を共創していく力”の向上を図ります。
＜進化アカデミー3 つのメリット＞
① 検討したビジネスアイデアの展開フィールドがある
最終日の発表会は、具体的なフィールドに対する提案を行います。その御題は、具体的な案件が提供され、リアルに
展開するフィールドの可能性をご用意しました。
② ソーシャルイノベーションのメソッドが学べる
今回、全体を通して取り組むテーマは「地域イノベーション」です。ここで展開されることは、文化の異なる人々との協
創／協働作業です。いかにこの関係を構築できるのかが重要な鍵を握ります。その環境への体感は、自らの業務や
新規事業提案においても、社内外での理解を得る手法に応用することができるものです。
③ 活動の場として SYNQA オフィスを使用できる
アカデミーで出会った人々との協働作業、対話に SYNQA が活用できます。皆様の新たな挑戦を後押しする場とな
ることを期待しています。

＜ワークショップの概要＞
プログラム全体の流れは、実際に地域イノベーションを推進する際に生じる問題意識や論点と同様の流れで進めます。自
らのコミットメントを想定して、「あなたならどのようにしますか？」を話し合い、アライアンスを体感していきます。
1 日に、２コマのプログラムを開講します。基本的な進行スタイルは、問題提起のための事例を解説し、その後、具体的
な問いに対してグループ討論を行います。前半 3 日間は、議論するチームメンバーが変わります。後半は、最終回の発
表チームで議論を進めます。最終回は、特定化したテーマに基づいて、実在の地域を選ぶことによって現実的な、かつ、
持続可能性を考慮したビジネスアイデアを発表します。

＜初日、トークセッションのタイムスケジュール＞
13：30～13：35（5 分）

ご挨拶（全体説明）

13：35～14：30（55 分） 基調鼎談（ソーシャルイノベーションとは何か）
14：30～14：45（15 分） 休憩
14：45～16：15（90 分） 「編集的創造性」ワークショップ
16：15～16：30（15 分） 休憩
16：30～17：30（60 分） パネルディスカッション（ビジネスパーソンは、どのように社会に変化をもたらせるのか？）
※終了後、B1F の「世界食堂」にて懇親会
＊具体的なシラバス及び講師陣はウェッブ http://www.synqa.jp/に最新情報を掲載します。ご参照ください。
講師の事情により内容が変わることがありますがご了承ください。

＜プログラムの概要＞
日にち
１ 2015 年

テーマ

ファシリテーター

・「キックオフトーキング」

(private)

12 月 12

鼎談 『ソーシャルイノベーションとは何か

谷口政秀

日

『社会課題解決にイノベーションが必要なのか』

亀田和弘

『イノベーションの担い手は誰か』

(public)

パネルディスカッション

内藤達也、島 裕

『ビジネスパーソンはどのように社会に変化をもたらせるのか』

(NPO）服部篤子

・「編集的創造性」ワークショップ」
２ 2016 年
1 月 16 日

鈴木崇弘

イノベーションへの第一歩
・「価値の共創とアウトカム」

服部篤子

『どのような価値を創造するのか、アウトカムは何か、成果を考える』
『既存の成功モデルを移転できるのか』『新たなビジネスモデルが必要か』
・「コミュニケーション戦略」

西岡佐知子

『メッセージの考え方とは』『地元関与を促すコミュニケーションとは』
『さまざまなメディアをどう活用するのか』
３ 2 月 13 日

アライアンスのリスク
・「コラボレーションリスクとヘッジ」
『アライアンスを進める上でどのようなリスクが生じるか』

岡田仁孝
中原美香

『どうすれば力を結集してアライアンスを組むことができるのか』
・「人間的資質を振り返る」

鶴見樹里

『もっと人が、そして組織が変わることができないか』
『どうすれば異なる意見をまとめられるのか』『既成概念は打破できるのか』
４ 3 月 12 日

異なる視点からの創造
・「イノベ―ティブな政策形成過程」

鈴木崇弘

『プロジェクトを進めるために政策をどう活かすのか』
『行政とどのような関係を築くのか』『阻害する規制があった場合どうすればいいか。』
・「地域ブランディングの成否」

馬渡一浩

『単なる話題性だけではない持続可能な地域プロモーションにむけて、関係者が考え
るべきポイントは何か。』
５ 4 月 16 日

イノベーションのプロセス
・振り返りとアイデア創出のためのデザイン・シンキング

６ 5 月 14 日

公開プレゼンテーション Social Innovation を起こそう！
コメンテーターは後日ご案内します。
＊具体的なシラバスはウェッブ http://www.synqa.jp/に最新情報を掲載します。ご参照ください。

講師陣 （五十音順）

岡田 仁孝 Yoshitaka Okada

一般社団法人 DSIA 代表理事、上智大学名誉教授

「ビジネスを通しての途上国での貧困削減」が、現在の活動の中心。経産省にて「CSR-BOP ウォッチ」を開催中。DSIA の活動と
して東北復興支援を、米国との繋がりを作り実施。世界銀行、国連大学、ウィスコンシン大学日米欧比較研究プロジェクト等の国
際的な研究活動が多い。ケンブリッジ大学(2001)、オックスフォード大学(2001)、マックス・プランク研究所（ケルン）(2008)に
て客員研究員。専門は経済社会学。現在、東京国際大学国際戦略研究所教授、Center for Inclusive Business and
CSR（センター長）。

亀田 和宏 Kazuhiro Kameda 大日本印刷株式会社 マーケティング本部 ソーシャルイノベーション研究所 所長
1984 年大日本印刷入社。管理、営業、制作部門を経て 2011 年 4 月より現職。「社会が求めるものをビジネスにしていく」こと
を目指して活動中。新しい事業を構想・創造する人材を創出する仕組みを考える研究会委員（経済産業省：2011 年）、イ
ノベーション創出若手研究人材養成評価作業部会委員（文部科学省：2013-14 年）、東北大学大学院環境科学研究
科非常勤講師（2014 年）を務める。共著として「2030 年のライフスタイルが教えてくれる『心豊かな』ビジネス」（日刊工業新
聞社/2013 年）がある。

島 裕 Hiroshi Shima 株式会社日本政策投資銀行 企業金融第 1 部 技術事業化支援センター長
1987 年に日本開発銀行（現（株）日本政策投資銀行）入行。関西支店、地方開発部、都市開発部、新産業創造部、
東海支店などを通じ地域振興、技術経営のサポートに携わる。現在、技術事業化支援センター長として、企業のオープン・イノベ
ーションを後押しするため金融機関発のフューチャーセンター（大手町イノベーション・ハブ）の推進を担当。慶應義塾大学経済学
部卒業。

鈴木崇弘 Takahiro Suzuki 城西国際大学大学院客員教授
東京財団設立に関わり同財団研究事業部長、大阪大学特任教授・フロンティア研究機構副機構長、自民党政策研究機関
「シンクタンク 2005・日本」設立に関わり同機関事務局長などを経て現職。PHP 総研客員研究員、日本政策学校共同代表、
Yahoo!ニュースのオーサー等も務める。大阪駅北地区国際コンセプトコンペ優秀賞受賞。主な著訳書は『日本に「民主主義」を
起業する』『シチズン・リテラシー』『アメリカに学ぶ市民が政治を動かす方法』等。関心分野は、統治システムの構築や新たなる社
会創出人材の育成。

谷口政秀 Masahide Taniguchi

株式会社イトーキ オフィス総合研究所 所長

PJ 推進、空間設計部門、商品開発部門、ネットスタイル社起業を経て現職。国内外の先進的な働き方、働く場の調査・研究か
ら、2012 年に「make space」2013 年に「デザイン思考ファシリテーションガイドブック」出版。現在はイノベーティブな働き方の啓
蒙・普及の講演、ワークショップ開催からイノベーティブな空間設計、ソーシャルイノベーションの推進活動を行っている。

鶴見樹里 Juri Tsurumi

Monday 株式会社 代表取締役

商法、著作権法及び商標法を専門とする英国弁護士としてロンドンで活躍。帰国後はデザイン＆印刷会社 GRAPH で代表を
勤め、知的財産戦略部や CSR 部などを立ち上げる。クリエイティブビジネスのマネージメントノウハウを『クリエイティブ・マネージメント』
（誠文堂新光社）、『ブランドは根性』（日経 BP 社）などで紹介。情報管理会社で business unit director として活躍後、
コーチングとコンサルティング会社の Monday を立ち上げる。現在はエグゼクティブ・コーチング、グループコーチングプログラムなどをデ
ザインし、提供している。

内藤達也（Tatsuya Naito）国分寺市 政策部長
1979 年國學院大学文学部卒業、同年国分寺市入職。こくぶんじ市民活動センター長、都市計画部長、都市建設部長、総
務部長、都市開発部長等を経て、2012 年より現職。2006 年、明治大学公共政策大学院ガバナンス研究科修了。日本協
働政策学会理事。2012~2014 年明治大学経営学部特別招聘教授。共著に「地域再生と戦略的協働」（ぎょうせい）、「ソ
ーシャル・エンタープライズ」（丸善）、「ケースで学ぶまちづくり」（創生社）等。

中原 美香 Mika Nakahara ＮＰＯリスク・マネジメント・オフィス代表
立教大学法学部法学科卒、米国 Claremont Graduate University Center for Politics and Economics 修士課程
修了（国際政治専攻）。米国のＮＰＯや国際人権団体勤務を経て、2000 年にＮＰＯリスク・マネジメント・オフィスを設立、
市民活動や社会貢献活動の「やりがい」や効果を最大限に引き出す支援を続けている。2013 年４月より、明治学院大学ボラン
ティアセンターのコーディネーターもつとめる。

西岡佐知子 Sachiko Nishioka 株式会社プラスナコミュニケーションズ 代表
航空会社勤務、フリーアナウンサーを経て、米国で MBA を取得。帰国後は、外資系広告代理店やコミュニケーションコンサルティン
グ会社にて、マーケティングから広報までの様々なコミュニケーション案件の戦略策定、実行支援に携わる。2011 年、株式会社プ
ラスナコミュニケーションズを設立。マーケティングや広報等、経営戦略としてのコミュニケーションのコンサルティングの他、メディア対応
やプレゼンテーションのスキルアップを目指したトレーニングを提供している。また、一橋大学で非常勤講師を務める。

服部篤子 Atsuko Hattori 一般社団法人 DSIA 常任理事

CAC 社会起業家研究ネットワーク 代表

阪神淡路大震災を契機に、非営利組織、社会起業の研究と普及に取り組み、近年は、イントラプレナー（組織内イノベータ―）
や社会価値評価にそのフィールドを広げ、ソーシャルインパクトの高い課題解決手法を模索している。2010 年「ソーシャルイノベー
ション：営利と非営利を超えて」、2012 年「未来をつくる企業内イノベータ―たち」編著。立教大学大学院・明治学院大学兼任
講師、国際大学 GLOCOM 客員研究員など兼務。日本 NPO 学会理事、公益財団法人日本女性学習財団理事。

馬渡一浩 Kazuhiro Mawatari 文京学院大学経営学部教授
1980 年慶應義塾大学商学部卒。株式会社電通を経て、2011 年から現職。専門は、企業や地域のアイデンティティとブランド
戦略。現在は、企業や地域のコミュニケーション戦略と文化の関わりを主な研究テーマとし、ゼミの学生たちとともに様々な企業や地
域を訪ね、研究を重ねている。共著に『ブランド評価と価値創造』（刈屋武昭編著。日経広告研究所）等。日本価値創造
ERM 学会理事。

