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環境と企業活動
̶次の世代に残せる社会技術の構築とは̶

重兼 壽夫

鈴木 基之

富士電機ホールディングス株式会社 取締役
シニアエグゼクティブオフィサー，CTO
技術開発本部長

中央環境審議会会長，放送大学教授
富士電機ホールディングス株式会社 社外取締役

未曾有の人口増加と工業化により，地球環境は著しく劣化している。限りある地球を次の世代にきちん
と引き継ぐために，われわれ人類は新たな社会像を早急に構築しなければならない。富士電機グループ
は創業から 88 年間，さまざまな電気技術を蓄積してきた。これらの技術を次世代のためにどのように
生かすべきか。今回は，中央環境審議会会長の鈴木基之氏を迎え，人類の置かれている状況と富士電機
グループの目指す技術について，当グループのシニアエグゼクティブオフィサー重兼壽夫と意見を交わ
した。

成長すればいいという時代は終わった
鈴木先生は環境問題，とりわけ人間が環境にも

重兼

たらす影響について研究をされており，その道の第

人口のうち，現在の先進工業国に暮らす人口はわず
か 10 億人です。また，今でさえ開発途上国の人々
が，現在の日本のような暮らしをすると，地球が約
2.5 個必要になるという試算もあります。

一人者です。
人類の活動が地球に大きな影響を与えていること
は，今や多くの人々が理解していますが，現状は一

重兼

ともかく成長すればいいという時代が終わった

ということでしょうか。

体どのような状況にあるのでしょうか。
鈴木
鈴木

18 世紀の産業革命以降，地球上の人口は急激

系の劣化，資源の枯渇などのさまざまな問題を調整

に増え続け，1950 年には約 26 億人，1999 年には約

し，
新たな世界像を描いていかなければなりません。

60 億人，2050 年には約 92 億人になると推計されて

私たちは「環境革命」という言葉を使いますが，考

います。50 年間で 30 億人ずつ増えているわけです。

え方から生き方からすべての面において，今までの

これほど急激な人口増加は，過去に例を見ません。

あり方を見直していくことが必要な状況に今，置か

しかも，今の地球の大きさでは，それほど大きな人

れているのだと思います。

口を養っていくことはできないということを，皆が
認識するようになってきました。
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そうですね。今後はエネルギー問題や自然生態

異なる価値観をもち，しかも開発レベルの違う
国々が集まって，この人類の歴史上初の課題に取り

有限の大きさをもつ地球上で，皆がさまざまな資

組むわけですから，政治的に難しい問題が起こるの

源を分け合い，公平感をもって暮らしていくことが

もやむを得ません。日本は小さい国土面積で，多く

できれば問題も少ないのでしょうが，現実はそうは

の人口を抱え，しかも非常に高度な暮らしをしてい

いきません。2050 年 90 億人に膨れ上がるとされる

ます。
この現状を将来に向けてどうしたらいいのか。
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縮小するのか，
違う価値観をもって生きていくのか。

うな完全循環型社会だったと聞きます。江戸時代の

大変難しい時代に入っていると思います。

人口は 3,000 万人ということですから，現代日本人
の一人当たりの消費量を 4 分の 1 に減らせば，計算

人類の活動のうち，環境に対して最も大きな影

重兼

響を与えるものは何でしょうか。
人類の存在そのものが，大きな影響を与えると

鈴木

上は完全循環型になります。そういう技術を目指す
べきなのでしょうか。
鈴木

物質の流れとしては江戸時代にかなり近いもの

言わざるを得ません。私たちは生きていく上で食料

になるかもしれません。しかしながら，江戸時代に

が必要ですし，その食料は環境の恵みから得てきま

はなかった情報や電気といったものを有効に使え

した。人口が増えると，それを支えるために食料生

ば，江戸時代とは違うフェーズの豊かな社会を作れ

産も増やさなくてはいけません。農業生産に必要と

るのではないでしょうか。

なる土中の窒素は，従来は天然の作用によって賄わ
れていましたが，二十世紀には，それでは足らなく

江戸時代は太陽エネルギーだけで暮らしてい

重兼

なり，人工的に作り出した窒素肥料をまくことにし

たわけですから，日本人の DNA をもつ富士電機グ

ました。それはそれで人類の発明として非常に重要

ループとしては，
さまざまな取組みが考えられます。

なことでしたが，人類がそうやって工業的に空気か

2009 年 4 月には「富士電機グループ環境ビジョン

ら固定する窒素の量が，天然界で循環していた窒素

2020」を策定しました。
「エネルギー・環境」分野

量を超えてしまい，環境破壊につながってしまった

の最先端企業を目指して，地球温暖化防止，循環型

こともあります。これは一例に過ぎません。人類の

社会形成，企業の社会的責任ということに取り組ん

活動の大きさが，自然な地球の姿をすべての面で変

でいこうというものです。
具体的には，電気と情報を自由自在に使って，エ

えてしまっています。
例えば二酸化炭素の排出量にしても，地球上の炭

ネルギーを最適化し，最も少ない効率で生きていけ

素循環の量に比べて無視できない大きさになってき

る社会を実現したいと思っています。富士電機がか

ています。2050 年までに地球全体として二酸化炭

かわる方向として，鈴木先生のイメージをお聞かせ

素の排出量を半減する，という議論が盛んに行われ

いただけますか。

ているのも，背景にこうした現状があるからです。
次の世代に，あるいはその次の世代に，一体どう

鈴木

今もっている技術をどう生かすかという，現状

いう人間活動を残せるのか。現代を生きるわれわれ

からのエクステンションで考えることはすでにやら

は非常に大きな問題を突きつけられているのではな

れていると思いますので，もう一つの手法で考えて

いでしょうか。

みてはどうでしょうか。社会や企業の将来像を思い
切った形で描いてみて，それを実現するためにはど

限りある地球の上で，本当の意味での豊かな暮

のような技術が必要か，と考えてみるのです。目指

らしをどういうふうに作り上げていくのか。これは

すところから逆に振り返って考え直してみると，富

途上国の方々にとっても深刻な問題ですね。

士電機がこれまでに蓄積してきた技術開発力や人的

重兼

資源で，あまり使われなかった部分が，また違う脚
鈴木

日本がある意味で一つのモデルを作っていくこ

光を浴びる可能性も出てくるのではないでしょうか。

とができれば，途上国の，特にアジア地域の人々に
とって大きな力になると思います。
大量にエネルギー
を使って豊かになるという旧来型モデルではなく，

重兼

それは，どういった分野の技術だとお考えです

か。

少ないエネルギー消費で最低限の食料もきちんと保
障される，社会の隅々まであらゆる面で管理が行き

鈴木

太陽光発電を例にとりましょう。富士電機は，

届いたスマートな社会。日本がそういう社会モデル

フレキシブルなフィルム型の太陽電池を開発されて

を作り出せるようになることを，
私は願っています。

います。発電効率など弱点と見られるかもしれませ
んが，いろいろな用途が広がり，既存の建物にも取

将来の企業像を明確に描けているか
重兼

日本では江戸時代が，鈴木先生のおっしゃるよ

付けが容易など，このアモルファスシリコン太陽電
池も一度ブレークすれば，世界的にも非常にニーズ
が拡大していくと思われます。社内にしまわれてい

5

年頭特別対談

るさまざまな技術を，目指す企業像に向けて構造的

かくそういう環境があるのですから，若手研究者を

にうまく生かしていくかということが，大事なので

もっと引っ張り込んで，異質の技術，異質の文化と

はないでしょうか。

ぶつけ合う機会を増やさなくてはいけませんね。

重兼

ご指摘のとおり，今までわれわれがやってきた

富士電機は中国の浙江大学と共同開発研究を

鈴木

のは，目先の環境問題に合わせて，今ある技術をど

行っていますが，中国一つをとっても，ものの考え

う組み合わせていくかということでした。企業の将

方や見方の面で，われわれは随分と学べるところが

来像を議論するという視点が欠けていたように思い

あると思います。途上国，あるいは最貧国といわれ

ます。

るところからも，生活を維持する発想などが学べる

富士電機は 2009 年度からオープンイノベーショ

かもしれません。循環型社会を考える上では，われ

ンとグローバリゼーションをテーマに掲げ，さまざ

われ日本人が昔やっていたことをやればいいという

まな大学や研究機関と共同で研究開発に取り組んで

レベルをはるかに超えた考え方や発想が，世界には

います。少し遠い将来の技術に投資することは，企

あると思います。そういうものをどういうふうにど

業経営からは難しい面もありますが，企業の将来像

れだけ集めていけるか。そこが循環型社会を構築し

さえ明確に定まっていれば，それなりのやり方もあ

ていく上での一つの鍵になると考えます。

りますね。
重兼
鈴木

これまであまり使われてこなかった技術やアイ

そのためには，富士電機の研究者もこれまでの

技術一辺倒ではなく，少し違う経験を積むことも必

デアであってもそれらをぶつけ合って高めていく。

要でしょう。海外の研究所でのダイバーシティを加

そういう機会を作るといいでしょう。思いがけない

速させ，専門や国籍を超えて反応できる感性を身に

新しい発想が生まれてくることに大いに期待したい

付けることもいいでしょうね。

ですね。
重兼

大学との連携も，今までは理工学部の研究者に

限って受け入れていましたが，最近では農学部，医
学部，文学部からも迎えるようになりました。せっ

スマートコミュニティの手本は
人体にあり
富士電機では持続可能性を意識した製品が多く

鈴木

開発されていますが，それらの製品はどのような経
緯で開発に至っているのですか。
重兼

富士電機は電気を中心に 88 年間事業を行って

きました。幸運なことに，電気は CO2 を排出しな
い非常にクリーンなエネルギーであることから，こ
こに来て高い関心を集めるようになりました。富士
電機の主力製品の一つである地熱発電にしても，太
陽光発電にしても，先ほど先生が言われたように，
「何を今さら」と社会が思っているうちに，それが
求められる時代が来てしまったのです。ただ，われ
われはそのような偶然だけに頼るのではなく，積極
的な取組みを推し進めています。一つ目は，いかに

鈴木 基之

環境負荷の少ない電気エネルギーを創るか。二つ目
すずき もとゆき

1941（昭和 16）年生まれ。1968（昭和 43）年，東京大学大学院工学
系研究科博士課程修了。東京大学生産技術研究所教授，東京大学生産技
術研究所所長，国際連合大学副学長を経て，2001（平成 13）年 5 月
東京大学名誉教授，2003（平成 15）年 4 月放送大学教授，国際連合

す。
今，富士電機ではスマートコミュニティに関する
議論を盛んに行っていますが，一番いいお手本は人

大学特別学術顧問，2008（平成 20）年 4 月東京工業大学監事（非常勤）
。

間の体にあるのではないかと考えるようになりまし

中央環境審議会会長，富士電機ホールディングス株式会社社外取締役も

た。スマートコミュニティを一言で言うと，
「胃袋

務める。
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は，エネルギーの無駄をカットする技術の開発で

に神経を付けることだ」
と社内では説明しています。
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今までのエネルギー創りは，お腹がすいていよう

鈴木

そのとおりですね。国民全体として文化的な価

がいまいが関係なく，一方的に食物を詰め込んでい

値観をいかにきっちりと作っていくかということが

る状態でした。一方，実際の人間の体には胃袋があ

非常に重要で，その価値観とソフトウェアが並行し

り，力を出してエネルギー消費が起これば，お腹が

て動いていくことになるのだろうと思います。

すいてご飯が食べたくなりますが，あまり動いてい
なければお腹はすきませんからご飯も要りません。

頭脳を使って全体最適を図る環境技術の考え方

重兼

今後のエネルギー創りは，
より人間の体に近づけたも

は，必要もないのに長年飽食を続け太ってしまった

のになるのではないか，
とわれわれは考えています。

体を，元の自然の美しい姿に戻すダイエット技術に

〈注〉

スマートコミュニティの 5 層構造 も，市や町や国

近いともいえますね。

を限りなく人間の体に近づけていくことではないで
しょうか。

食品は 10 兆円を超える産業で，うち 1 兆円は

鈴木

ダイエット需要だといいます。食べ過ぎたためにそ
鈴木

人体化された組織をバランスよく動かすには，

ソフトウェアが重要になりますね。
そしてそこには，

ういうものが繁栄するというのは，そもそも異常な
のでしょう。本来は必要のないものですから。

社会全体のコンセンサスとして作り上げたビジョン
がなくてはいけません。

重兼

昔の日本食のように，適量の玄米，魚，野菜を

おいしく料理して食べるのがいいですね。そういう
重兼

技術はすべて，人間の体の一部機能を拡大した

ものとも考えられます。例えば，車や飛行機は足の

意味では，富士電機が得意な地熱発電は魚や玄米に
あたるのでしょうか。

機能だけを強くしたものです。そういう個々の機能
の調和を図るためには，先生が言われるように，人
間の体でいうところの頭脳と神経が非常に重要と思
います。

国内の地熱発電の牽引役を期待したい
鈴木

私は地熱発電に大いに期待しています。地熱発

電を日本全体で利用した場合のポテンシャルと，自
鈴木

最近，
「社会技術」という言葉を耳にします。

自然科学や人文・社会科学の技術をいろいろなとこ

然生態系の保全とを組み合わせて，逆にどれだけの
エネルギーでわれわれは生活をしたらいいのかとい

ろに埋め込むことによって，社会全体をいかに無駄
なく，付加価値の高いものにしていくか，という意
味で使われる言葉のようですが，富士電機は生物の
仕組みをお手本にし，その「社会技術」に取り組も
うとしている。素晴らしいことだと思います。ただ，
頭脳にあたる部分をどのようにして作り埋め込んで
いくかが，大問題であり面白いところですね。
重兼

技術的には各機能に神経を付けて体の形にして

いけばいいわけですが，足りないのは頭脳です。さ
らに言えば，頭脳で何を考えるかです。例えば，A
国では速く歩ける機能が必要だとか，B 国では泳ぎ
をうまくしたほうがいいとか，同じ一つのシステム
であっても環境適応性が求められます。そのあたり
を考えるのが頭脳になるのでしょうね。

重兼 壽夫

しげかね ひさお

1951
（昭和 26）
年生まれ。1974
（昭和 49）
年，
富士電機製造株式会社
（現
富士電機ホールディングス株式会社）入社。2004（平成 16）年，富士

〈注〉スマートコミュニティの 5 層構造：パワーデバイス，パ

電機デバイステクノロジー株式会社取締役に就任。同社常務取締役，同
社取締役副社長を経て，
2008（平成 20）年，
同社代表取締役社長に就任。

ワーエレクトロニクス機器，需要家グリッド，マイクロ

2009（平成 21）年 6 月から富士電機ホールディングス株式会社取締役，

グリッド，スマートグリッドの 5 層のこと（P.13 の図

シニアエグゼクティブオフィサー，CTO，技術開発本部長を兼務して

参照）

いる。
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うことを，試算してはいかがでしょうか。今までは

沸点媒体はまだ見つかっていませんが，長く研究し

ともかくエネルギーが増えていくことが繁栄の象徴

ていけば必ず見つかると思います。媒体の問題がク

のようにいわれていましたが，もはやそういう時代

リアできれば，工業廃熱にも利用可能です。こちら

ではありません。地熱で作られた電気ならば高くて

も地熱発電と同様に，未使用の熱が空気中に放出さ

も皆が買うような，そういう再生可能エネルギーに

れていますから，それを利用して発電ができます。

対する考え方も国全体としてまだまだ小さいですよ

北九州市では一部，実証実験に入ります。

ね。富士電機は地熱発電を海外で活発に推し進めて
いますが，国内のほうも積極的にリードしていただ

鈴木

低沸点媒体の選び方が難しいのですね。

重兼

そうです。低沸点媒体としてはアンモニアが考

きたいと思います。
日本ではなかなかコンセンサスが得られないこ

えられますが，扱い方を間違えますと人間は死んで

とがネックになっていますが，時間をかけてでもき

しまいますから非常に危険です。安全で人体に問題

ちんとした議論をしていかなければいけませんね。

がなく，たとえ装置が故障しても社会に何も問題を

反対されるかたの大半は，温泉が枯れるのではない

与えない物質でなければなりません。これは努力す

か，温泉の温度が下がるのではないか，ということ

れば必ず見つかるだろうと確信しています。時間は

を心配されています。しかし，実は温泉をとってい

かかっても，富士電機はその方向に進むべきだと，

る層と地熱の層は深さがまったく違いますから競合

本日，先生とお話しし，あらためてその思いを強く

はしません。そういうことを説明する努力が足りな

しました。

重兼

かったと思います。
地熱と一口に言っても，いろいろな方法がある

鈴木

のではないでしょうか。地下の岩盤の熱をそのまま
利用する方法もあるでしょうし，あるいは温泉源の

スマートコミュニティは世界で実証実験
鈴木

スマートグリッドは，今どのような開発状況な

のでしょうか。

温度が高すぎて水で薄めているような地域では，そ
の無駄になっているエネルギーを発電に利用するこ

重兼

これまでのスマートグリッドは，電力線の安定

とも考えられます。それぞれの地域ときちんと結び

化や，再生可能エネルギーが系統に入ってきたとき

ついた形で発展していかなければいけないのでしょ

に，いかに安定したエネルギーを伝えるかというこ

うね。

とがメインの課題でした。最近はスマートコミュニ
ティ，あるいはスマートシティという形に変わりつ

重兼

従来は 150 ℃以上の温度で発電していました

が，昨年から開発を進めているバイナリー発電は，

マートコミュニティの両方が同時に立ち上がってき

150 ℃以下で発電ができます。温泉は 40 ℃強あれ

ています。

ば足りますから，残りの熱を発電にあてることが可
能です。
そこに必要な技術については，すでにわれわれは
もっています。キーポイントとなる温度を伝える低
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つあります。富士電機ではスマートグリッドとス

スマートグリッドに関しては，系統に迷惑をかけ
ないように，九州電力の 6 離島と，沖縄電力の 3 離
島で実証実験を進めています。
スマートコミュニティに関しては，富士電機は経

環境と企業活動

済産業省の実証実験 4 地区のうち，主幹事として北

鈴木

まさにスマートな企業コミュニティですね。街

九州市のモデル事業に関わっています。また幹事で

づくりではコンパクトシティを目指す流れもありま

はありませんが，けいはんな学研都市のモデル事業

すが，エネルギーを効率よく使って，人が住みやす

にも参画しています。このモデル事業では，電力を

く住むのが楽しい街をどう作るという面で重なり合

消費する工場，ストア，ビル，EV などの需要家グ

うものですね。

リッドをスマートグリッドと組み合わせ，需要の変

新しい街を作る，あるいは古い街を再生させると

動に耐え，かつ省エネを図る仕組みを構築していき

いうときに，どういう街にするのかというソフト

ます。

ウェアが根本にあって，それを基に各要素が開発さ

海外ではニューメキシコのスマートグリッドに，

れていくと素晴らしい街ができるでしょうね。

アメリカ政府と一緒に参画します。インドネシアで
はスマートコミュニティの基礎調査を開始していま
す。またインドのデリー−ムンバイ大動脈構想もに
らんでいます。韓国ではすでに 2 か所で実験に入り

新インバータでシステム全体を最適化
重兼

スマートシティ，スマートコミュニティといっ

ました。済州島でのスマートグリッド実験と，仁川

た全体的なシステムももちろん重要ですが，それを

空港の横に位置する松島でのスマートシティ実験で

支え合うコンポーネントも同時に進化させていかな

す。

ければいけないと富士電機では考えています。人間

今，一番悩ましい問題は，それらが同時に立ち上

の体に例えますと，少ないエネルギーできちんと動

がる可能性があるということです。しかも，その国

く筋肉ですとか，食べた物をすべて栄養として取り

によって求められているものが違う。アメリカの場

込む胃腸です。

合は，インフラの更新です。中国では新しい街づく

富士電機では，得意とするパワー半導体とパワー

りがテーマで，環境にやさしい「生態城」
，例えば

エレクトロニクス技術を使い，ロスの少ない「新 3

天津エコシティのような汚水やごみなど再生可能な

レベルインバータ」を開発しました。UPS，太陽光

資源を再利用し，徒歩や公共交通機関での移動を主

の変換器，電車の電源，EV の充電器などのすべて

とするニュータウンを作っていきます。インドは再

に，
この新 3 レベルインバータを適用する計画です。

生都市型ですが，若年人口が爆発的に増えてきます

その先には，夢のデバイスであるシリコンカーバ

ので，何もないところから環境負荷の少ない街を

イドやガリウムナイトライドがあります。これらを

作っていかなければいけません。インドネシアは地

一刻も早く商品化し，システム全体を最適に持って

熱発電が得意ですから，そこに水の循環や資源の循

行きたいですね。

環が絡んだ街づくりが求められています。
スマートコミュニティをつくる場合は，富士電機

鈴木

技術開発とシステム開発は裏表の関係にありま

1 社だけではなく，建設会社，情報・IT 企業をは

すから，どこか一つが進化すればそれによって全体

じめさまざまな業態の企業がジョイントして進めて

がガラッと変わることはよくあります。
各研究者は，

いく形になるのではないでしょうか。ただ，今のと

自分の開発はシステム全体にどれくらいのインパク

ころは電気中心に動いていますので，富士電機が旗

トをもっているものなのか，ということを認識しな

を振って推進しています。

がら開発することが，非常に大事ではないでしょう
か。そして，各研究の可能性を会社全体として生か
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年頭特別対談

せるような文化を作ることが，研究者にとっては大

けていますが，先ほど申し上げたように，人口がと

きな張り合いになります。最終的に最も重要なのは

てつもなく増え続けているために自然環境も非常に

人ですね。

劣化しています。それをどういうふうに持続可能に
保全しながら利用していくか。そういう考え方が，

重兼

スマートコミュニティに携わり，あらためて感

じたのは富士電機単独の技術では対応できないとい

「持続可能性」という言葉の出発点だっただろうと
思います。
地球が抱えるリスクには，温暖化，資源の枯渇，

うことです。そこで，スマートグリッド関連事業に
ついては昨年 3 月，富士通と業務提携に向けた覚書

生物多様性の劣化の三つがあります。この三つのリ

を締結しました。富士通のもつ強い IT 技術と，富

スクをカバーできるような社会の形として，低炭素

士電機のもつエネルギーソリューション技術を組み

社会，資源循環社会，自然共生社会という三つの社

合わせて，もっと進化できないかという試みを今，

会像を打ち出しています。そしてこの三つの社会像

進めています。近々，いろいろな共同開発テーマが

の統合したものとして持続可能な社会があります。

表に出てくるでしょう。

ですから，持続可能な社会はどういう社会かとい
うことは，なかなかわかりにくいのですが，抽象的

鈴木

それは楽しみですね。

に言えば，次の世代，あるいはその次の世代にきち
んと引き継いでいけるような社会といえましょう。

日本が持続可能な社会モデルを
提供すべき
重兼

人間活動の姿を今，考えておかないと，10 年後，
20 年後には急激に地球が壊滅していくだろうとい
う警鐘でもあります。

持続可能な社会ということをよく言いますが，

先生の考えられる持続可能な社会について教えてく

重兼

では具体的に何をするべきでしょうか。

鈴木

個別の技術開発がいろいろな意味で重要である

ださい。
鈴木

1992 年のリオの環境開発会議の頃から，サス

テナビリティという概念が世の中に広がり始め，
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と同時に，将来の社会像としてわれわれがきちんと
した価値観を共有しなければならない時期に来て

「持続可能性」が環境を語る上でのキーワードのよ

います。それが幸いなことに世界的に認識されて

うになってきました。しかし，実はその流れはも

きました，逆にそういうことに関して議論を始める

う少し前からあり，自然保護の中心となっている

と，昨年，名古屋で開催された生物多様性に関する

IUCN（the International Union for Conservation

COP10 に見られたように，途上国の要求と工業国

of Nature）など国際的な NPO などが提唱していま

の考え方のギャップがいかに大きいかということに

した。われわれは自然環境からいろいろな恩恵を受

あらためて気付かされるわけです。

環境と企業活動

先ほどお話しましたが，その点で日本が持続可能
な社会のモデルを提供できるのではないか，と私は
考えています。エネルギー使用量は少なく，資源も
少ないけれども幸せな生活が送れるというモデルが
具体的に提供できれば，途上国にとっては大きな力
になるに違いありません。
重兼

途上国に対しては，金銭ではなく，知恵やもの

の考え方，あるいはシステムを提供したらどうかと
いうことですね。
鈴木

まず持続可能な社会のモデルを作り，そのモデ

ルに向けて開発をするための援助をできる範囲で
行っていくべきでしょう。そうすることによって，
二酸化炭素の発生量も，2050 年に地球全体として
50% 削減に持って行くことができるかもしれませ
んし，生物多様性の劣化も抑えることにつながるか
もしれません。

サステナビリティの本質は「三方よし」
重兼

鈴木

非常に付加価値の高いものになっていくと思い

ますね。
重兼

富士電機が今後，環境や社会に対して取り組む

姿勢や方向について，ご意見をお聞かせください。

富士電機では CSR 活動の一環として里山運動

に取り組んでいますが，研究者はこうした活動を本

鈴木

昔聞いた言葉に近江商人の「三方よし」という

業以外の社会貢献というイメージで捉えていると思

ものがあります。
「売り手よし，買い手よし，世間

います。しかし考えようによっては，研究者を育て

よし」
。これはサステナビリティを考える上で非常

るための活動ともいえなくはないですね。

に重要なのではないかと思います。商売が長続きし
ていくためには，売り手にとってもプラスになり，

鈴木

里山は江戸時代から続く自然の利用の仕方であ

り，
ある種一つの理想的なモデルかもしれませんが，

買った側もそれによって喜び，そして社会の価値が
高まっていくことに尽きるのではないでしょうか。

地域固有のものであって他国で通用するかどうかは

もう一つ，古河市兵衛（富士電機がメンバーの古

疑問です。ただ，それぞれの国，それぞれの地域で

河グループの創始者）さんがモットーにしておられ

自然と人間の活動をどのように調和させていくかと

た言葉のようですが，
「運鈍根」というものがあり

いう，一般化された考え方が，里山活動を通じて社

ます。根を詰めてきっちりと仕事をして，表面のこ

員一人ひとりに根付いていけば，非常に強いパワー

とに惑わされずに鈍であり，そういうことが運を呼

になりますね。
あるいは外部から調達した部品類が，

ぶ。私はそのように解釈しています。富士電機は電

自然生態系にどのような負荷を与えて作り上げられ

気を中心に継続的にサステナブルに事業をしてきて

てきたのか，という視点をもつようにもなるでしょ

おり，まさしく「運鈍根」を体現していると思いま

う。社会全体が，価格は高くても自然生態系に負荷

すね。そのことが先ほどの
「世間よし」
にもつながっ

をかけない製品を買い求めるような仕組みに変わっ

ているのではないでしょうか。

ていくためには，製品を創る企業の社員一人ひとり
の意識がまず変わることでしょうね。

重兼

社員のポテンシャルをいかにそこに結集して生

かしていくか，これに尽きると思います。
重兼

サプライチェーンも含め，マテリアルから製品

富士電機は，先人たちのモットーを尊重しつつ，

をお客さまに提供するまでのエネルギーや，材料の

企業や社会の将来像を議論する必要があると感じま

トレーサビリティを生物多様性との関わりできちん

した。2011 年が新しいコンセンサスを作っていく

とやっていくことは，今後むしろ製品価値を生むの

原点の年になるかもしれません。

ではないでしょうか。

本日はどうもありがとうございました。
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