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【問題・目的・背景】 

 近年、地球環境問題は国境を越えて人間生活に大きな影

響を与えはじめている。また児童労働問題や人権問題、高

齢化社会の到来や過疎化など社会的要素の社会的課題も噴

出している。このように社会的課題が多様化し拡大してい

る中で、ソーシャルビジネス（以下SB）のようにビジネス

の手法で社会的課題の解決を促進する活動が増えている。

ソーシャルビジネスが扱う分野は環境問題をはじめ福祉や

教育、子育て問題や少子高齢化など多くの分野にまたがり

活動範囲も様々である。SBの躍進が見られる一方で、デザ

イン業界からはソーシャルデザイン（以下SD）というキー

ワードで社会的課題の解決に向けた活動が行われている。

デザイン的視点からのアプローチであるSDは、山岡(2013)

では「ソーシャルデザインとは商業デザイン（コマーシャ

ルデザイン）の対として生まれた概念であり、詳細は後述

するが、『社会的課題を解決するための概念（コンセプト）

や方法論、仕組み』のことである」と定義している。同じ

ようで全く違う発生の経緯を持ち社会的課題の解決に向け

た活動である SBと SDだが、この二つの活動を接近させて

議論した研究は少ない。今回の研究では、SB と SD がどの

ような部分が一緒で何が違うのかの概念整理をすることで

他の活動への応用可能性を模索する。 

 

【研究方法・研究内容】 

SBは、一言で説明すると社会的課題の解決に向かうため

に行われる活動である。社会的課題をビジネスの手法で解

決すると定義されている米国型 SB と社会的排除の克服や

社会的包摂に努める欧州型 SB の二つの視点から議論され

ているが社会背景や地域性、文化の違いなどによってその

定義も多様なものとなっている。 

一方の SD も明確な定義があるわけではないが、Web 

Magazine「Greenz.jp」によると、「社会的な課題の解決と

同時に、新たな価値を創出する画期的な仕組みをつくるこ

と」と定義している。村田（2014）は「ソーシャルデザイ

ンとは、ひと言で言うと、単なる利益追求ではなく、社会

貢献を前提にしたコトやモノのデザインのことである。」と

しており、筧裕介（2013）は「社会が抱える課題の森を探

り、課題を整理して突破口を見出し、その解決に必要な道

を拓く活動がソーシャルデザインという活動です」として

いる。また、鈴木(2019)は、生態系という概念を用いなが

ら「オルタナティブなデザイン活動である」と定義してい

る。一方で井上(2018)は、ソーシャルデザインについてそ

の解釈が多様なことを引き合いに出し「事実、日本デザイ

ン学科に所属する教育者・研究者の中でさえ、『ソーシャ

ルデザイン』＝『貧困地域の問題を解決するもの』と誤認

している方々もいるほどである」と批判的に論じている。

このように大きくデザイン系とビジネス系で発展した SB

と SDには相違点があるものの、①社会的課題を認識する、

②活動を通じて社会的課題を解決する、③広く社会に投げ

かけて賛同を得るという役割においては同等のスタンスで

あると考えられるが比較検討された研究は多くはない。 

 著者は昨年度の地域活性学会で社会教育プラットフォー

ムとしての事例として、びっくりドンキーを経営する株式

会社アレフ「恵庭えこりん村」のケースを発表した。今回

は SBと SDという視点の違う二つの活動を接近させて定義

すると共にSDというキーワードを用いて、恵庭えこりん村

が SDの具現化された事例であることを説明する。 

 

【研究・調査･分析結果】 

恵庭えこりん村を含めた株式会社アレフは事業活動を表

出化する時に「表現」というキーワードを使う場面が多く

見られる。それは広く一般社会へ投げかける時にデザイン

の力が必要であることを示していると考えることができる。

先述のように SBと SDの比較検討もしくは接近させるよう

な研究は非常に少ないことと、鈴木(2019)において「ソー

シャルデザイン研究の多くは、アクションリサーチをもと

にしているために、研究は実践の傾向も反映していると考

えられる」という実務からの接近の妥当性を提示している。

それらを踏まえ、池田（2012）の比較をもとに山岡（2013）

が再編した「ソーシャルデザインと商業デザインの比較」

では、SDと商業デザインの考え方とは異なる点を、①目的、

②メディア、繋がり、③時間的性質、④デザイナーの立場、

⑤情報の扱い、⑥知の扱い、⑦構造、⑧活動のあり方の８

つの項目としてまとめフレームを提示した。本研究では、

山岡(2013)の分析フレームを採用し研究を進めた。最初に、

山岡(2013)が提示した分析フレームを確認すると、ソーシ

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%A7%E8%A3%95%E4%BB%8B


ャルデザインを、「目的」「メディア、繫がり」「時間的性質」

「デザイナーの立場」「情報の扱い」「知の扱い」「構造」「活

動のあり方」の８項目に分類している。 

 

表１ ソーシャルデザインと商業デザインの比較 

 

ここでの論点を抜き出すと、「ソーシャルデザインとは、

公共の利益のためにあり、オープンな情報を提供すること

でフラットなネットワークを構築し、創造性のあるイノベ

ーションの主体である」という風に読み取ることができる。

また山崎(2013)は、「地域連携活動のソーシャルデザイン的

性質」を自身の大学での活動事例を表１を活用し分類して

いることから、本分析フレームを利用して恵庭えこりん村

である「えこりん村学校」の分類を試みた（表２）。 

 

目的：営利企業である株式会社アレフが社会教育事業に取

り組む理由は「食は人を良くする」と示す社風にあるよう

に、『人間の健康と安全を守り、育む事業の開拓』、『人

間の福祉を増大する事業の創設』、『自然を大切にする事

業の展開』を通じて食・環境・農に貢献するという理念が

あるからである。特に先代庄司昭夫社長は、子ども達が100

人参加する学校を作りたいと「えこりん村学校」の前身で

ある「えこりん村の子ども達」を開校し積極的に参加して

いた。その後、社員にその思いを受け継ぎ現在に至ってい

る。それまでは30名程度だった参加者がリニューアル後に

４コース 100 名を達成。100 名を目指していたのは多くの

子ども達に自然の大切さを知って欲しかったという理由か

らであった。 

メディア、つながり：アレフ社内の多くの部署を巻き込む

本事業は社内のつながりと社外のつながりの双方を創り出

した。多くのステークホルダーとの対話を通じて課題の抽

出や改善に生かされている。 

時間的性質：13年前より開催している本事業は、教育はす

ぐに効果が出ないという理念のもと教育プログラムの改善

をしながら継続している。運営形態は継続性を意識するた

めに、「単独運営期」「協働模索期」「協働運営期」と株式会

社アレフと NPO法人共育フォーラムの協働を意識しながら

運営されるに至っている。太田(2018) 

デザイナーの立場：えこりん村設立の思いを先代庄司昭夫

社長より託されている社員は現地では少なくなったものの、

その遺伝子は確実に受け継がれ形を変えながら継続されて

いる。NPO との協働とはそれほど簡単なものではなく、協

働模索期では度重なる会議を経てやっと形になったという

経緯がある。 

情報の扱い：それまではマーケティング戦略なども考慮せ

ず比較的閉鎖的な運営であったが「協働運営期」より SNS

の活用により情報を公開するようになった。また、札幌市

と近郊都市の幼稚園や小学生をターゲットにチラシ配布を

強化することで認知度を上げ、活動内容の周知を徹底でき

るようになった。参考資料１ 

参考資料１ 「えこりん村の子どもたち通信」 

  

知の扱い：えこりん村学校のコアスタッフは専門職ボラン

ティアであるプロボノも多く基本的に本業を持ち週末にボ

ランティアをする「パラレルワーク」という形態で事業に

関わっている。本事業の体験プログラム開発過程はボラン

ティアスタッフに公開され事業内容も共有されている。パ

ラレルワークとして関わっているコアスタッフは本業の体

験プログラムに本事業の体験プログラムを展開するなど知

の共有が進んでいる。 

構造：体験プログラムはポートフォリオとして構築され必

要があればバージョンアップし続けている。また些細な点

でもホワイトボードに記載しスタッフ間で共有することで

暗黙知を形式知にする組織学習が促進されているというこ



とが確認できる。また、情報を公開している点で類似事業

を行う体験業者が同様の体験プログラムを提供（模倣）し

ているということからも共通事項として新しい体験プログ

ラムが波及していると評価される。 

活動のあり方：株式会社アレフではSDGsの取り組みに力を

入れている。その中には本事業も位置付けられ活動報告書

に記載されるなど全社活動の中に取り込まれていることが

確認できる。また、本事業は過去に「環境省 ESDプログラ

ム」にも採択され社内だけではなく社外に向けても連続性

を持った社会教育活動であることが認識されている。 

 

表２ ソーシャルデザインとえこりん村学校 

 

 このような結果から株式会社アレフの「えこりん村学校」

はソーシャルデザイン的性質を持っていると考えられる。

また、山岡（2013）が提示したソーシャルデザインの分析

フレームはソーシャルビジネスを見直す上で非常に分析し

やすいということもわかった。これらを踏まえながら、こ

こからはSDと SBの概念比較を行う。 

ソーシャルビジネス：日本におけるSB研究ではソーシャル

ビジネス研究会(2008)の「社会性、事業性、革新性を兼ね

備えたものをソーシャルビジネスと呼ぶ」という定義が一

般的なものとなっている。アメリカ型 SB とヨーロッパ型

SB があるがいずれも社会的課題の解決に向けた活動であ

りマネジメントの重要性と当事者性を持った活動である。

特に経営学で発展していることからアメリカ型 SB はイノ

ベーション的視点も多く見られるなどの特徴が見られる。 

ソーシャルデザイン：山岡（2013）の SD分析フレームを標

準的なものとして位置づけるならば SDと SBはデザインに

重点を置いている部分以外の違いが見られない。しかし、

鈴木(2018)のように都市政策にソーシャルデザインを取り

入れデザイン政策の必要性を述べている視点からすると政

策が中心となると考えられる。またSDにおいては公共分野

のデザイン研究の中に位置づけられていることもある。そ

れらを統合すると SBと SDには以下のような違いが見られ

た（表３）。 

 

表３ ソーシャルデザインとソーシャルビジネスの比較 

 

表３では、SBの担い手がソーシャルアントレプレナーで

あることに対し SD の担い手はデザイナーであることがわ

かる。iPhoneを作りあげたアップル社のスティーブ・ジョ

ブズは美しいフォントを創造し誰もが模倣したくなるパソ

コンを作り上げ、音楽配信のプラットフォームを作り上げ

世界を変えた。パタゴニアを作ったイヴォンシュイナード

はサプライチェーンマネジメントにおいて持続可能な調達

を目標に表品開発を進めている。これらはいずれもSDが前

提となった持続可能な商品開発があり SB が前提となって

いる事業展開があると考えられる。内田・本山・井上(2018)

では、経済学からソーシャルデザインへの接近を試みてい

るが、経済学のアプローチをマスを相手にする大きなデザ

イン、デザインのアプローチを比較的小さなデザインであ

ると定義し両面からのアプローチが社会的課題の解決に有

効であるとしている。鈴木(2019)では、図１において SD

を「SDの可能性の出発点」として位置付けており SDが SB

の原動力であると示している。また社会的排除の克服や社

会的包摂といった文脈でヨーロッパ型 SBが説明されるが、

鈴木(2019)でも社会的企業や協同組合などのソーシャルエ

ンタープライズを登場させながら SD を説明している点で

SBとの接点はかなり多いと考えられる。鈴木(2019)に、著

者がソーシャルビジネスの事業領域を追加したものが図１

であるが、SD を出発点にそのゴールが SB という事業であ

るというようにイメージすることができる。 

図１ ブラジルの研究事例の特徴から見たソーシャルデザインの可能性 



 

これら SBと SDの類似性はかなり高いと見られるが明確

な答えや定義に行き着くことができなかった。それは、SB

の議論であるように定義できないくらいに活動が多様であ

るという指摘であり、SDでも同様の議論がなされている点

にあると考えられる。 

 

【考察・今後の展開】 

 SDはアプローチの違いこそあれ社会的解決のための活

動としてはSBと同義語と考えることができる。また一般

社会への波及効果を考えるとビジネスの中にあるデザイ

ン思考やデザインの商業化の文脈から重なり合っている

ことも理解できる。平野・須永（2016）では、「ソーシャ

ルデザインでの有用性とは、そこで暮らす人々が持つ信

頼関係や人間関係（＝ソーシャル・キャピタル）を増や

すことにある」と定義している。SBも SDと同様にソーシ

ャル・キャピタルを増やすことは社会的課題の解決に向

かう一つの方法であり、SDの視点を持つことで他分野へ

の応用が可能であると考えるという点でも一致している。   

これまでの考察から導き出されたのは、①SBと SDは入

口と出口の関係にあること、②SB を表現する際には SD

の思考が取り入れられていること、③社会的課題を促進

する事業を創造すること、④多様なステークホルダーと

の対話手法としてデザインが取り組まれているという４

点であった。一方の違いは、①出発した分野が違うとい

うこと、②主に SBはサービスであり SDはプロダクトで

あるということと考えられる。新しい研究分野である SB

とSDであり比較する研究が少なかったこともあり深い結

論とならなかったのが残念である。これらの結果より今

後 SBと SDを社会的課題の解決手法の一対のものとして

研究することが望まれる。 
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