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格 差社会

社会課題で
儲ける！
人口減少、限界集落、耕作放棄地など、日本は多くの社会課題を抱えている。
世界に先んじて急速な高齢化が進んでいることもあり、世界も日本がこの問題に
どう立ち向かっていくのかを注 視している。 そのなかで、CSV（Creating Shared
Value）といった経済利益と社会課題解決の両立をはかる動きが広まってきている。
では実際に、儲けは出ているのか、社会課題に向き合うことで得られるものはどん
なことか、先進企業の取り組みを追った。
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総論

グローバリズムと
どう折り合いをつけるのか

地域社会との向き合い方を

農業や漁業といった一次産業でも後

継者がおらず、耕作放棄地や里山の

に決算発表を行った金融を除いた上

本経済新聞によれば、５月１日まで

７年度の決算発表を行っている。日

３月決算の多くの企業が、２０１

なるのであろうが、これもまた簡単

で、移民を受け入れればという話に

ば、世界は人口爆発で困っているの

が日本を覆っている。単純に考えれ

っており、こうした多くの社会課題

減少など、新たな問題の引き金とな

場企業の売上高は約５６０兆円にも

な話ではない。

企業は忘れているだけ

のぼり、純利益も 兆７８５６億円
でいるという。かつての強い日本企

と、直近５年間で３倍にまで膨らん

に企業がビジネスの手法で取り組む

そうした中で、こうした社会課題

期的な利益を生むことが難しいため、

動きが始まっている。寄附や社会的

いちばんの要因は、人口が減り、

株主次第だが、業績の下降と比例し

業の姿を彷彿とさせるが、当時と違

高齢化が進んでいること。団塊の世

て活動は弱まる。また、利益の最大

責任といったスタンスでの課題解決

代などの人口ボーナスがあったこと

化を図ることで、多額の納税を行い、

うところは、基盤である日本社会の

によって経済は拡大したが、それが

それが国家によって再配分され、社

であれば、いくら、足下の社会状況

今、急速な高齢化となって返ってき

会の課題を解決する、という議論も

状況がかつてないほどの厳しさにお

ており、生産労働人口も減りつづけ

あるが、プライマリーバランスです

が悪化しているからといっても、短

ている。１９６０年に５％程度だっ

らなかなか黒字化できない状況では、
にまで増える。ＡＩなどの技術で省

て解決できれば話は違う。そもそも

しかし、社会課題をビジネスとし

できることも限られる。
人化は行われているものの、現状で

ビジネスは世の中の課題に応えたも

今から 年後の２０６０年には ％

は多くの産業で人材不足が深刻化し

のであると考えれば、新たなチャン
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た 歳以上の割合は、１００年後、

かれているところだ。
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ており、解決のめどはたっていない。
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