
【予告】金曜日に嵐がやってくる（ドドドドドイツ） 

伊勢です、 

三体が面白すぎて 
止まりません。 

思えば、中学一年生で2001年宇宙の旅、 
2010年宇宙の旅を読み、 

あまりのスケールに 
叫んで走り出したくなるほど 
興奮してしまい、 

その後、SF小説とハヤカワ書房に 
ハマりました。 

それ以来、数々のSFを読んできましたが 
三体は、頭一つ抜けて、一つ先の未来を 
描いていると思います。 

特に3部は、ストーリーテーラーとしての 
実力に圧倒され、こんな物語を書きたいという 
欲求に身を焦がし、 

嫉妬すらできないほどの圧倒的な 
筆の実力差に、呆然としながら、 

未確認生物に出会ったような 
消化しきれない、でも目が話せない 
得体のしれない面白さに引き込まれています。 

================================ 
男の子は、みんな読むべし！ 
https://www.amazon.co.jp/dp/B07TS9XTSD/ 
第一部を紹介しておきます 
================================ 

今から、読む人が羨ましすぎます。 

最高の時間を過ごすことになるからです。 

https://www.amazon.co.jp/dp/B07TS9XTSD/


さて、、 

明後日6月18日（金）は、 

/////////////////////////////////////////////////////////////// 
ドイツのサーキュラーエコノミ最前線 
20時30分～ 
https://us02web.zoom.us/j/83072891683 
/////////////////////////////////////////////////////////////// 

です！ 

ぜひ、ライブでご参加ください。 

ライブ参加していただくと 
講師の方が喜ぶので、助かります！ 

＝＝＝＝＝＝＝ 
伊勢の野望 
＝＝＝＝＝＝＝ 

毎回、海外視察にお付き合い 
いただきありがとうございます。 

私の活動テーマのひとつに 

「起業をもっと身近にしたい」 

というものがあります。 

シンプルに、私自身が起業したことで 
想像の斜め上をいく出来すぎな人生に 
なれたと思うからです。 

一言では言い表せないほど 
幸せな経験をたくさんできたのは 
起業したからだと思っています。 

もっと、起業する人が増えれば良いと 
思っています。 

起業の楽しさを体験して欲しいと 
思っています。 

https://us02web.zoom.us/j/83072891683


そういう意味で、 
身近な起業スタイルである、 

・ユーチューバー 
・せどり 
・輸入ビジネス 
・ブロガー 
・コンサル、コーチ、カウンセラー 
・セミナー講師 
・コピーライター 

などは、資本が必要なく青天井に伸ばせる 
ビジネスなので、多くの人に挑戦して 
欲しいと思っています。 

一方で、 

「インターネットを活用した 
情報発信や、せどりだけが、 
ビジネスではないよ」 

という気持ちもあります。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
もっとダイナミックな起業 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

これからビジネスをする人は 
発信やせどり以外のビジネスも 
選択肢に入れる方が良いと思います。 

そして、 

既に、発信やせどり、輸出入などの 
個人ビジネスで成功している人も 

次のステージとして、 
違う世界に挑戦するのも 
良い経験になると思っています。 



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
今世界で最もお金が集まる 
分野はどこにあるのか？ 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

その答えは、 

「サーキュラー・エコノミー」です。 

「気候変動」と「二極化の是正」 

これが、これからの時代のテーマです。 

世の中の流れにのる必要はないですが 
乗ることで良い思いをできます。 

私自身、最初の起業がインターネット 
関連だったから、今の人生があり 
伸びる業界で運が良かったと思っています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ビジネスは、枠にとらわれず 
もっと自由に挑んで良い 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

ビジネスとは、 
お金を稼ぎ、自分の人生を豊かに 
するだけではなく、 

「社会の課題を解決し、 
人類や地球を豊かにするためのもの」 

という側面を持っています。 

「社会の課題を解決し、 
人類や地球を豊かにする」 

これこそが、これからの時代の 
起業の醍醐味になってきます。 

去年末から、 
ESG（環境、社会、ガバナンス）に 
ついて触れてきましたが、 



地球を壊す、ソーシャルグッドでない、 
透明性がなく、働く人や地域に貢献していない、 

というような企業は、お金を借りられなくなり 
他の会社から取引もしてもらえなくなる、 

という時代になってきました。 

アメリカの中央銀行である 
FRBは、銀行に対して 

「ESGスコアが低い化石燃料の 
採掘会社などは、今後、倒産する 
可能性が高い！なので、その分の 
損失をカバーできるよう前もって 
資金を積み立てておくように！」 

というお達しを出しています。 

巨大企業が潰れる前提で話が進んでいます。。 

アップルは、昨日、 

「2030年までにカーボンニュートラル企業に 
なります。（CO2排出ゼロ） 
アップルの取引会社全てがカーボンニュートラル 
になります。」 

と、発表しました。 

もはや、 

地球環境の配慮しておらず 
ESGを無視した会社は潰れるのは 
決定路線ということです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
日本も確実に巻き込まれていく 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

日本の部品メーカーにもアップルの 
取引会社は多くあります。 



ということは、日本企業も今後は 
否応無しにカーボンニュートラル化して 
いかざるを得なくなります。 

取引してもらえなくなりますから。 

そして、アップルの決定は 
その会社だけでなく 
その会社の取引会社も全部 
二酸化炭素排出ゼロでないと 
取引しない、 

という厳しいものです。 

「それをあと8年でやるように」 

という厳しいお達しが出たのです。 

そういう流れの中で、 

「二酸化炭素排出ゼロの 
カーボンニュートラル」 

「ゴミをゼロにする 
サーキュラー・エコノミー」 

は、これからの時代の「ど真ん中」の 
分野と言えます。 

起業をするなら 
世の中に吹いている風を利用した方が良いし 
そのためにも学んでおきたい分野です。 

今既に起業をしているなら 
これからの時代を生き抜くためにも 
ステージを上げるためにも 
ぜひ、学んでおきたい分野です。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
「では、どこから学ぶべきか？」 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 



アメリカはトランプ政権時代に 

シェールガスで安価に石化燃料を 
使えるようになり、 

パリ協定を離脱するなど、 

環境分野に関しては、遅れを 
とりました。 

なので、環境分野で世界の最先端は 
ヨーロッパということになります。 

ということで、 

ヨーロッパのサーキュラー・エコノミーを 
学ぶことが、 

これから起業するための 
アイデアを得る一番の手段だと 
思っています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
アイルランド視察で人生が変わった 
アラサー男性の物語 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

2018年に主催したアイスランド視察に 
参加してくれたアラサーの男性が 
いました。 

とても、ナイスガイで、 
個人的にも大好きな人です。 

彼は、静岡の沼津に住んでいるのですが 
インターネット系のビジネスで 
かなり成功していました。 

沼津では、最先端OF最先端男 
だったわけです。 

そんな彼は、アイスランド視察に 
参加をすることで、 



他の参加者さんの意識の高さに 
驚き、地元との違いに驚きました。 

多くの参加者さんは、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
自分の事だけでなく、 
日本の未来を考え、 
地球の未来を考え、 
ディスカッションをしていました 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

それに、衝撃を受けたわけです。 

地元の先輩が、キャバクラで 
遊びまわり、土地を転がして 
儲けながら、ゴルフと東南アジアの 
怪しげな夜で、人生を謳歌している中 

「この違いは何だ！」 

となりました。 

そして、 

エストニア、アイスランドを周り 
学校や政府機関、企業を視察する中で、 

「みんながみんな、地球環境に意識を向けて 
地域に貢献することを考えている」 

という日本との違いに 
唖然としたわけです。 

「日本はお金儲けで起業、 
こちらは、社会と地球に貢献で起業」 

この差はなんだ！ 

と、唖然としたわけです。 

そして、ここが一番大事なのですが、 



『もともと彼は、地元愛が強く、 
地元に貢献したいと思っていたし、 

友達が大好きで、友達にサラリーマン意外の 
新たな世界を知って欲しいと 
心から願っていました。 

とても純粋で、心がきれいで、 
貢献心あふれるナイスガイだったので』 

心にズドンと響いたのです。 

自分もそれなりに成功して 
稼げるようになり、 
これから先を考えたときに、 

「先輩たちのように、夜の街で遊び倒して 
酒とバラの日々を過ごしたいわけではない、 

でも、モデルがない、」 

と、潜在的に思っていいたので 
だから、ズドンと響いたのだと思います。 

元々、真っ直ぐな心を持つ 
ナイスガイだったから 
響いたのだと思います。 

そして、帰国後、 

彼はユーチューブを始めます。 

自分もなにか、社会に貢献する 
事をしたい、 

自分は地元が大好きだから 
地元に貢献できることをしたい、 

そんな気持ちで 

今自分ができることをやろう！ 



と動いたのが、ユーチューブ 
だったのです。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ユーチューブで地域に貢献したい 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

最初の1年はなかなかうまくいかなかった 
彼のチャンネルですが、 

現在は、15万人を超える 
チャンネルになっています。 

登録者数は鰻登りです。 
（うなぎ食べたい。。） 

1ヶ月で5万人以上増えている 
気がします。 

テーマですが、紆余曲折あって、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
「キャンプチャンネル」 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

として、大ヒットしています。 

キャンプの様子を配信しながら、 

地元のお店を紹介して、 
地元のキャンプ場を紹介して、 
地元の食材を紹介して、 
地元の酒をガブガブ呑みし、 

地元愛がキャンプ愛と 
合体して、ニューエンターテイメントが 
誕生しています。 

でも、 

根っこは、彼の 



『地元に貢献したい』 

という思いなのです。 

今は、 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
オリジナルキャンプギアの販売 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

もしています。 

注文が殺到して 
15分で売り切れてしまうなど 
めちゃくちゃ、濃いファンを抱えています。 

元々、インターネットを活用した 
ビジネスで成功した実力者なので 

いろいろと、抜群にうまいです。 

例えば、 

-------------------------------------------- 
インスタやラインへの誘導が巧み 
-------------------------------------------- 

今のSNSというのは横断して 
多面的に囲い込んで発信することで 
一気にファン度（エンゲージメント）が 
上がっていきます。 

おそらく、商品が売れる率は 
他のチャンネルの数倍だと 
予想できます。 

--------------------------------- 
言語と音で支配する 
コミュニティーづくりの天才 
--------------------------------- 

これはコミュニティー運営を 
している経験か、 



あとは、ただ、センスが 
キレキレなだけな気もするのですが、 

コミュニティーが盛り上がる 
ときには、 

・共通の言語と 
・共通の儀式 

が、効きます。 

彼のチャンネルであれば、 

「乾杯！（かんぱい）」のことを 

「きゃんぷ愛」 

と、言い換えて 
毎回テロップを入れてくるので 

「きゃんぷあーい」 

という独自の言語が 
頭から離れなくなります。 

ここから、共通の儀式が 
生まれます。 

共通の儀式というのは 
強烈で、毎日、乾杯の度に 

「きゃんぶあーい」 

を思い出してしまうのです。 

「きゃんぷあーい」 

は、 

共通の儀式であり、 
視覚からの共通言語の 
刷り込みでもあります。 



他にも言語で言うと、 

「たまらん！」 

という表現を 

「玉乱！」 

と表記したり、 

「最高が過ぎる」 

という独自の表現を使ったり 
独自の言語を流行らせる 
センスが抜群です。 

動画を見続ける中で 
脳が支配されていく 
心地よい感覚を覚えました。 

また、 

基本的にBGMもあまりなく 
自然音が中心なのですが、 

焚き火をつけるときに 

「トゥルットゥットゥー」 

という毎回同じ音楽を 
差し込んで来て、それを 
イベント化しています。 

なので、 

「トゥルットゥットゥー」 

が、流れるだけで、見ている人は 

「ｷﾀ━━━━ヽ(ﾟ∀ﾟ )ﾉ━━━━!!!! キター」 
「ｷﾀ━━━━ヽ(ﾟ∀ﾟ )ﾉ━━━━!!!! キター」 
「ヽ('∀')メ('∀')メ('∀')ノワッショイ♪」 



と、テンションが上ってしまいます。 

聴覚からも、 

反復で刷り込んでくるのです。 

恐ろしい男です。 

他にも 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
トレンドをつくる側の男 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

もともと焚き火は、 
ユーチューブで視聴率が高い 
ひとつのジャンルなので 

焚き火をメインに据えていた 
感じがあります。 

焚き火と酒ですね。 

更に冬は、 

「ストーブ押し」だったように 
思います。 

かなりストーブが欲しくなりました。 

最近では、夏に向けて 
何をしかけてくるかと思っていたのですが 

「ビールサーバ」 

で来ました。 

生ビールサーバを持ち込み 
キャンプで飲むという 
スタイルなのですが、 

酒屋さんで、無料や500円で 



借りれるそうで、 

これは、流行りそうです。 

常に、トレンドをつくっていく 
意識を持って頭を使って 
ひねり出しているのを感じます。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
世界観を表現し 
文学しているキャンプチャンネル 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

本音だと思うのですが、 

自己啓発っぽい良いことを言ったり、 

幸せについて語りを差し込んできたり、 

無職の世界観を語ったり、 

動画の中で、登場人物を好きになってもらう 
そんな工夫がなされています。 

確かに、 

・おすすめのギアの紹介や 
・テントの紹介 
・手軽なキャンプめし5選 

などは、アクセスは集まります。 

でも、 

それだけだと、 

通り過ぎていく人が増えるだけで 
ファンにはなってもらえません。 

ファンになってもらえないと 
商品が売れないので 

案件もこないですし、 



ビジネスの展開も難しくなります。 

しかし彼は、ネットで成功した 
マーケッターです。 

まさに、本間さんの対談で 
明かされた事を本能で理解して 
ガチガチに実践しています。 

一言でいうと、 

彼のユーチューブは 
「世界観」を表現しているし 
「文学」しているなと思います。 

＝＝＝＝＝＝＝＝ 
美しいビジネス 
＝＝＝＝＝＝＝＝ 

彼のユーチューブとビジネスモデルを 
見ていると美しいなと思います。 

地元愛という思いから 
始まって、 

チャンネルを育てながら 
もっと、地元に貢献したい、 

もっと、世の中に貢献したい、 

見てくれる人たちに 
貢献したい、 

そんな思いが溢れています。 

貢献を軸としてチャンネル運営を 
していく限り、 

チャンネルは伸び続けつし 
ビジネスもうまくいき続けると 
思います。 

間違いがない方向に進んでいるので 



ますますドライブがかかると思います。 

チームメンバーの高田くんが友達で 
少し手伝っているのですが、 
手伝いたくなる気持ちが分かります。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
最前線のサーキュラー・エコノミーを 
学ぶ意味 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

キャンプチャンネルのナイスガイは 

「社会の課題を解決して 
社会に貢献するのがビジネス」 

というヨーロッパ型のスタートアップを見て 
痺れて、動き出しました。 

日本では、ビジネスはお金儲け、ですから 
そのカウンターパンチ的な新たな視点を 
持つことで新たなビジネスに 
挑戦しはじめたのです。 

今回学ぶのも、 

世界の最先端の事例です。 

日本にはない概念で 
活動している世界の企業の話です。 

しかも、これからのトレンドになる 
サーキュラー・エコノミーについての 
事例です。 

オンライン海外視察を通して、 
感情が揺さぶられて、 

新たなビジネスに挑戦したり、 

初めてビジネスに挑戦したり、 

そんな人が出てきてくれる事を 



楽しみにしています。 

もちろん、私自身も刺激を受けて 
新たな挑戦のタネを見つけたいと 
思っています。 

ちなみに、私は、 

二酸化炭素排出量を 
メニューに表記している 

スウェーデンのハンバーガーショップ 
「MAX」のアイデアは、次に挑戦する 
ビジネスで取り入れようと 
思っています。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
ライブの詳細情報です。 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

-------------------------------------------------- 
・サーキュラー・エコノミーの概要 
-------------------------------------------------- 

改めてサーキュラー・エコノミーについて解説予定です。 

-------------------------------------------------- 
・サーキュラーエコノミーを加速させる 
ビジネスモデル「PaaS（製品のサービス化）」とは？ 
-------------------------------------------------- 

今スタートアップで評価が高いのは 

・サブスクリプション（月額課金）と 

・SaaS（サーズ：ネットフリックスのようにクラウドを 
利用することで、一人ひとりに配信をしなくても 
一本のビデオを上げれば多くの人がひとつの動画を見るので 
費用対効果が高くなります。DVDを配達するコストと比べると 
以下にコストが安いかは歴然です。） 

の2つを組み合わせたものになります。 



PaaSは、 

サーキュラー・エコノミーのSaaSといえるもので 
今までは、商品を販売して終わりだったのが、 

ゴミを出さないというサーキュラー・エコノミーの 
概念に変わる事で、その後のサービスやメンテンナンスが 
重要になり、最後は、回収、リユース、再利用まで 
顧客と繋がり続ける必要がでてきます。 

これはつまり、商品を売るだけでなく 
月額や年会費で、つながり続けるモデルに 
変化するということです。 

テスラが、数年で自動車本体は原価で販売し 
ソフトウエアのアップデートで年間10万円 
くらいを課金するサブスクモデルに変更する 
のではないか、 

そうなると安定的なキャッシュフローが 
積み上がっていくので一気に収益がIT企業 
並になる、 

そして、それはソフトウエアに力を 
入れるテスラだからできることで 
その瞬間がトヨタの終わりになる 
のではないか、 

という予測がありますが、テスラのサブスクも 
PaaSのひとつと言えるかもしれません。 

----------------------------------- 
ドイツのスタートアップの紹介 
------------------------------------ 

・GreenCity Solutions：両側が苔で覆われた 
自立型の壁を開発（約300本の木に相当する240トンのCO2吸収する ） 

・Grover：テクノロジーデバイスのサブスクテクノロジーレンタルプラットフォーム 
・Cirplus：再生プラスチックのデジタルマーケットプレイス 
・FarmInsect：アグリテック。動物飼料としての昆虫を地域生産 
・ミュンヘン市で実験中のブロックチェーン技術とAIを使った車（駐車）利用者への取り組み 



------------------- 
暮らしの中のCE（7分） 
-------------------- 

すぐに日本で実践できる 
CE（サーキュラー・エコノミー）の話です。 

------------ 
質義応答 
ワーク 
------------ 

良く「日本でどうしたらいいか 
教えてもらわないと、意味がない。。」 

という意見をもらうのですが、 

アイスランドに行って 
キャンプマンになった男のように、 

自分が刺激を受けたもののなかかから 
自分ができることを、自分ができる 
やり方で、なんでもいいから 
やればいいのです。 

やっちゃいいましょう！ 

「学ぶとは、行動が変わることです。」 

行動を変えるのは自分です。 

とは言え、考えるきっかけがないと 
何も考えられないのは、 

私も同じなので、 

ワークをしますので、 
そこで、日々の生活に 
落とし込んでいきましょう！ 

講師の方は、 



======================== 
クリューガー量子さん 
======================== 

ドイツ在住ジャーナリストライター・ 
ハイデルベルク市公認ガイド。 

北海道大学で土木工学を学び、 
日本で土木技術者として勤務後、 
メキシコにてスペイン語を習得。 

メキシコGMサプライヤー（日米の 
ジョイントベンチャー）でスペイン語通訳と 
して働いた後、結婚を機に渡独。 

現在、サステナビリティやテクノロジー 
記事ライターとして複数サイトで執筆中。 

です。 

それでは、 

明後日6月18日（金）、 

/////////////////////////////////////////////////////////////// 
ドイツのサーキュラーエコノミ最前線 
20時30分～ 
https://us02web.zoom.us/j/83072891683 
/////////////////////////////////////////////////////////////// 

ライブでご参加いただけたら嬉しいです。 

お待ちしております！ 

今回は20時ではなく、20時半ですので 
お間違いないようにしてください。 

伊勢隆一郎 

https://us02web.zoom.us/j/83072891683


追伸： 

本文で紹介したキャンプチャンネルです。 

入院中ずっと見て癒やされていた 
キャンプ男けんいちのチャンネル。 

雪中キャンプ-13℃の2泊3日【1日目】 
https://youtu.be/OX0d5uMZ8qU 

https://youtu.be/OX0d5uMZ8qU

