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日英同時通訳なので
安心です！



“サーキュラー・エコノミー（CE）：
大学から民間企業へ、そして再び大学へ”

講演者：スコット・バレンタイン教授

“The Circular Economy:
From Academic to Practitioner and Back Again”

Presenter: Prof. Scott Valentine

スコット・バレンタイン氏は2021年4月に、九州大
学アジア・オセアニア研究教育機構の研究推進ディ
レクター・教授に就任しました。
Prof. Scott Valentine takes office of research 
promotion director of Q-AOS on this April 1st.

前職では、オーストラリアのロイヤルメルボルン工
科大学 サステイナビリティ都市計画学部の副学部長
・教授として、CEのトレーニングプログラムの開発
等、多くのプロジェクトを主導してきました。
He was the vice dean professor of sustainability and 
urban planning program in RMIT University in 
Australia, and initiatively engaged CE training 
program development etc. in his previous job.



スコット・バレンタイン（博士）
教授 & Q-AOS 研究推進ディレクター

アジア・オセアニア研究教育機構(Q-AOS)

サーキュラー・エコノミー（循環型経済）: 
大学から民間企業へ、そして再び大学へ



概観

カナダのバンクーバー生まれ

長年海外在住

– 日本（14年）、台湾（5年）、シンガポール（6年）、
香港（3年）、オーストラリア（2年半）、タイ（1年）、
チュニジア

教育

– 公共政策博士,シンガポール国立大学 (summa兼栄誉）

– 経営学博士,カリフォルニア南部大学（summa兼栄誉）

– 教育技術修士,ブリティッシュコロンビア大学

– 環境管理修士,シンガポール国立大学 (summa兼栄誉）

– MBA修士,アデレード 大学 (Ngee An 賞)

– 上級日本学修士, シェフィールド大学



アカデミック役割のハイライト

ロイヤルメルボルン工科大学RMIT （都市計画学部）
– 教授、准学校長、持続可能性と都市計画学校

シンガポール国立大学（リー・クアンユー公共政策大学院）
– 准教授、副院長（研究）

香港市立大学 （公共政策学部）
– 准教授、環境政策プログラムディレクター

東京大学（公共政策大学院）
– 特任准教授、ディレクター（キャンパス・アジア）、
MPIPプログラム・准学科長

– 特任助教授、MPIPプログラム・副学科長
その他の研究役割：

政治国立大學（台湾）; 中山国立大学（台湾）；
シナワット大学（タイ）



他の職業上の役割のハイライト

KPMG（オーストラリア）
ディレクター
シニア純化経済担当

アジア太平洋開発インターナショナル（台湾）
取締役社長

Vektor Multimedia KK（日本）
副社長

NCUKカレッジ（東京 ）
学校長

英国文化振興会 (British Council)
国務副局長＆企業局長 （チュニジア）
国別副局長兼企業局長（台湾）
全日本試験サービスマネージャー（日本）

Asia Pacific

APDI
Development
International



循環型経済の構築



REDUCE

REUSE
REPAIR

REMANUFACTURE
RECYCLE

RESIDUAL RECOVERY

資源階層

削減

再利用

修理

再製造

リサイクル

材料回収



• サーキュラーエコノミーは単なる廃棄物
管理の問題ではありません。サーキュ
ラーエコノミーは、資源生産性に重点を
置いた経済発展への新しいアプローチを
表しています。

• これは、資源の生産性に適用されるカイ
ゼン（「進歩的な改善」を意味する日本
語）の一種です。サーキュラーエコノ
ミーとは、製品に始まり、中間、終わり
のライフサイクルがなくなったことを意
味します。材料が使用されなくなると、
それらは景気循環の以前の位置に戻りま
す。したがって、「サーキュラーエコノ
ミー」という用語が使用されます。

• 次のような可能性があります。
• 生産性と収益性を向上させます。
• リソースコストを削減します。

• イノベーションを促進する製造をより競
争力のあるものにします。

• そして新しいビジネスの提供と仕事を創
造します。これらの目標を達成するため
に、サーキュラーエコノミーは物質的な
サイクルを閉じることを目指していま
す。

• これは、内部プロセスの改善、供給変更
の変革、および戦略的ネットワーククラ
スターを通じて実現されます。

• サーキュラーエコノミーとは、業界を変
革することです。それは「廃棄物3.0」
以上のものです。それは、リソースを大
量に消費する慣行を回避し、利用された
リソースからあらゆる価値を引き出すこ
とです。

循環型経済: 
新経済開発理念

Integrated Circular Economy Model
Virgin Resources
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Environmental and Stakeholder 
Analysis
• Mapping of industries
• Materials flow analysis of resources
• Prioritization of core industry sectors
• Stakeholder consultations to develop a 

shared “ aspirational future”

Constructing the CE Vision
• Circular Champions program: Designed to 

bring together all interested stakeholders to 
build a CE vision for the precinct.

• Building a core coalition of the w illing.

CE Ecosystem Fortification 
Ongoing initiatives to progressively 
evolved the CE ecosystem and add 
value in critical capacity building 
areas:
• University R&D interconnections 
• Public programs 
• Retail space 
• Social venture connections 

Enhancing CE Ecosystem 
Resilience
• Circular SME program: Designed 

to help SMEs and entrepreneurs 
to identify and finance new 
business opportunities in the CE 
ecosystem

START

02

The Anchor Initiatives
• Circular Pioneers program: Helping major 

industry leverage CE principles to establish 
anchor activities to support CE 
development and drive investment.

循環経済へのロードマップ

環境と利害関係者の分析

循環経済のビジョン構築

基幹的なイニシアチブ

強靭な循環経済環境の強化

循環経済ネットワークの拡大



意欲的な未来



意欲的な未来

段階 1
都市/地域において未来のビジョンを構築

再生開発に重点させる

段階 2
市民の意欲的な将来を取り込む

三クラスタの分析

段階3a 段階3b 段階3c
自然環境のビジョン コミュニティ関係

のビジョン
働きがいのあるビジョン

段階4
未来都市の物語を創造し、洗練する

ストーリーを視覚的な画像に翻訳する

段階5
計画するためにビジョンの因子を優先順位と目的を設定する



Resource Optimisation Attracting new business

New Community Features

Revenue generating collaboration

Social ImpactEducation Impact

Innovation Central

Community belonging

• Enhancing business profitability by 
XXX per firm

• Reducing landfill costs by up to 
XXX 

• Promotion of XXX new 
innovations coming from the 
CE hub

• Unique retail additions

• Community spaces centred 
around circularity

• XXX collaborative initiatives related 
to the circular economy

• XXX new social impact 
initiatives related to circularity

• XXX new training initiatives 
centred on increasing skills in 
the circular economy

• XXX new businesses by 2030

• Evidence of enhanced 
community belonging as a 
result of these initiatives 

政策目標を図る

資源を効率化する
新企業開発

社会の連携
コミュニティ特徴

イノベーション開発
利益創出の協力

教育のインパクト 社会的なインパクト



政策目標における循環経済をカスタマイズする
材料市場

起業家とメーカーのスペース相互接続リサイクル事業

先端材料の再処理
イベントハブ

サーキュラーアドバンテージ
能力強化プログラム

隣接する市役所リンク

社会的影響事業

大学支援

循環経済ノベーションハブ

小売スペース

コミュニティ循環型経済スペース

バーチャル・ワンストップ
循環型経済情報空間

コミュニティの循環型経済教育ハブ



ビジョンの構築プログラム:
サーキュラー・チャンピオン



• KPMGのCircular Championsプログラムは、利害関係者を集めてCE戦
略を活用する方法についての共通の理解を深め、CEロードマップと
実装ネットワークを創造できる集合的なフォーラムを作成します。

• このプログラムは、協調的多様性の力を活用して、革新的で収益性
が高く、より持続可能な経済地域と地区を生み出すことを目指して
います。持続可能性、経済開発、廃棄物管理などの部門の公務員を
集め、業界のリーダー、ソーシャルベンチャーのリーダー、起業
家、研究者、その他の利害関係者と結び付けて、循環的な移行に向
けた取り組みを主導する意欲の連合を作ります。

• 成果物：

• プログラムは、反転授業のプロジェクトベースの学習戦略を使用し
て提供されます。参加者は、6セッションのオンラインの共同学習

プログラムに登録されます。彼らは、この能力開発フェーズに週に
3〜4時間を費やすことが期待されます。この体験は、ディスカッ

ション掲示板、毎週の仮想集会、参加者を結び付け、応用プロジェ
クト作業の基盤を構築する共同プロジェクトと高度にインタラク
ティブになります。

• このプログラムの第2フェーズは、対面で提供されます。 3つのワー

クショップでは、参加者はオンライン学習の経験から得た知識を活
用して、サーキュラーエコノミー開発戦略を段階的に開発します。
このプロセスを通じて、私たちはチャンピオンの永続的なネット
ワークを構築し、計画地域のための協調的なサーキュラーエコノ
ミー開発戦略を提供します。

サーキュラーチャンピオン・プログラム: 

循環経済のビジョン構築

Circular Championsプログラム

対面プログラムの立ち上げプログラムの紹介

ビジョンと目的（5時間）

オンラインの協調的能力開発

モジュール1：サーキュラーエコノミーを理解する

モジュール2：リソースカイゼン

モジュール3：デザイン思考とサーキュラーエコノミー

モジュール4：サーキュラーエコノミーエコシステムの設計

モジュール5：サーキュラーエコノミーのポリシーの設計

モジュール6：チームの課題：円形の境内の構築

対面ワークショップ

ワークショップ1：ワークショップ:(終日）

チームプレゼンテーションとピアの再設計

ワークショップ2：ワークショップ:(終日）

統合：私たちの円形の境内を構築する

ワークショップ3ワークショップ：（5時間）

次のステップの契約



循環経済の例: 循環的のヒューム都市

Hume Council KPMG PPP

Other govt. Social Impact Private Industry

Education Inst. Community Industry bodies

KEY



基幹的なイニシアチブ・プログラム: 
サーキュラー・パイオニア



• サーキュラーパイオニアプログラムの目的は、収益性の高い
サーキュラーエコノミーイニシアチブを特定、設計、および
実装する際にトップ企業を支援することにより、即時のコラ
ボレーション効果を生み出すことです。

• サーキュラーパイオニアプログラムに参加する企業は、すで
にサーキュラーエコノミーの原則を基本的に理解しており、
地区のエコシステムを共同設計したため、これらの企業は、
他の企業からの投資を推進するために必要なサーキュラーエ
コノミーイニシアチブを確立するのに最適です。

• Circular Pioneersプログラムでは、ビジネスリーダーがCE戦
略の設計と実装について深く掘り下げます。彼らは他のビジ
ネスリーダーと協力して、自社のリソースカイゼン分析を実
施し、リソースの使用を最適化するための戦略を特定しま
す。プログラムの参加者はまた、企業がCEの原則に基づい
て新製品を作成するのを支援することを目的として作成され
た、いくつかのデザイン思考演習を通じて導かれます。

• 成果物

• Circular Pioneersに参加するすべての企業は、共同批評を通
じて洗練され、賞イベントで提示されるCE戦略ロードマッ
プを設計します。

• これらの戦略を手に入れて、KPMGコンサルティングチーム
は、各企業が資金調達および実施計画を設計するのを支援す
るために介入します。

サーキュラー・パイオニア・プログラム：
基幹的なイニシアチブを創出する

サーキュラーパイオニアプログラム

仮想共同学習

1週目：循環生態系

2週目：リソース開発の評価

3週目：プロセス効率の評価

4週目：行動の評価と修正

5週目：ビジョンとベンチマークの確立

6週目：成功への準備

7週目：デザイン思考（再生、共有、最適化）

8週目：デザイン思考（ループ、仮想化、交換）

9週目：デザイン思考（その他のアプローチ）

10週目と11週目サーキュラーエコノミーロードマップの作成

12週目：ロードマップのピア評価

ワークショップCEロードマップのプレゼンテーションと賞（8時間）

KPMGアドバイザリーサービス

CEロードマップの資金調達と実装を支援するためのKPMGチームとの
8時間の協議



強靭な循環経済環境の強化プログラム：
中小企業能力を向上させるための
サーキュラー・アドバンテージ・プログラム



• Circular SMEプログラムは、SMEと起業家が新興のサー
キュラーエコノミーエコシステムで影響力のある役割を果
たすのを支援するように設計されています。どのCEエコ
システムでも、ギャップを埋め、新しいサービスを提供
し、リソースの革新を活用して、より回復力があり公平な
経済システムを確立するための多くの機会が生まれます。

• このプログラムは、中小企業や起業家がビジネスイニシア
チブを設計するサーキュラーエコノミーのエコシステムを
理解するのを支援することから始まります。これに続い
て、参加者は、リソースの最適化を強化し、デザイン思考
レンズを採用することによって新しい製品やサービスを開
発するための戦略を紹介されます。

• 成果物

• Circular SMEプログラムに参加するすべての企業は、共同
批評を通じて洗練され、投資家がプロジェクトを評価する
投資ピッチイベントで提示されるCE戦略ロードマップを
設計します。

• KPMGは、ピッチプロセスを通じてプロジェクトファイナ
ンスを求める中小企業を代表し、助言するのに役立ちま
す。

中小企業能力を向上させるための
サーキュラー・アドバンテージ・プログラム

Circular SMEプログラム

1週目：プログラムの紹介

2週目：サーキュラーエコノミーの紹介

3週目：リソース開発の評価

4週目：プロセス効率の評価

5週目：行動の評価と修正

6週目：ビジョンとベンチマークの確立

7週目：チームを成功に導く準備

8週目：デザイン思考（再生、共有、最適化）

9週目：デザイン思考（ループ、仮想化、交換）

10週目：デザイン思考（その他のアプローチ）

11週目と12週目サーキュラーエコノミーロードマップの作成

13週目：ロードマップのピア評価

14週目：ピッチの準備

ワークショップ

CEビジネスピッチ（8時間）



オンラインきょういくの魅惑



マルチメディア活動 高度なディスカッション掲示板

楽しい環境

新しい学習戦略

リアルタイム分析

高度な学習機能

バーチャルチャットルーム



参加者の証言

「これまで不可能だったビ
ジネスの側面に心を開き、
私たちがくだす、すべての
決定が私たちのビジネスだ
けでなく社会全体に影響を
与えるということを知って
興奮しています。」

「私はCEのさまざまな概念
について学び、それらを私
のビジネスでの働き方に導
入する思考プロセスや方法
に生かすことができまし
た。」「私は自分がこれほど学びに

時間を費やしたことが嬉しく
思います...私が62歳でこれを学
ぶだろうと誰が思っただろう
か？とても楽しく学べまし
た」。

「毎週、小会議室の人々の知識
の質と深さ、そしてスコット先
生から貴重なCE学習と適用プロ
セスについてどれほど学べたか
驚いています。」

「私はコンテンツを楽しんで
おり、現在取り組んでいるモ
デルについての知識と理解を
本当に広げていると感じてい
ます。CEになるためにそれを
調整する方法を学びまし
た。」



ご参加いただき、
ありがとうございました。

スコット・バレンタイン（博士）

教授 & Q-AOS 研究推進ディレクター

アジア・オセアニア研究教育機構(Q-AOS)
〒819-0395 福岡市西区元岡 744番地パブリック１号館 212

Tel:092-802-6118, 2606
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