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スタートアップに於ける M&A(事業承継)の活用 

～ 見えざる資産と時間価値 ～ 

 

Utilization of M&A (Business succession) in Startups  

 - Invisible Assets and Time Value - 

城 裕昭 

（高千穂大学経営学部准教授） 

 

１．はじめに 

 2020 年春に発生した新型コロナウィルス感染症の全国的なまん延は、日本経済に大きな影響を与え、

人々の生活や仕事の進め方、働きかたも大きな変更を余儀なくされている。それまで芽生えてきたスタ

ートアップ（起業・社内起業・事業承継）に対する考え方も、急激な外部環境変化に因って変わりつつ

ある。経済の先行きが見え辛いこの時期に新たな事業を起こすことへの不安から二の足を踏んでしまう

考え方もある一方で、今までのやり方では事業が成り立たなくなっているところで新規ビジネスや事業

の再構築に活路を見出そうとする動きもある。そして、既存の事業者の中には選択肢の一つとして、廃

業を検討する動きもある。 

 

２．M&A を巡る環境変化 

 中小企業の多くが抱える大きな課題の一つに事業継続や事業承継がある。以前から課題として掲げら

れてきている経営者の高齢化に加えて、

新型コロナウィルス感染症の影響も大き

く、2020 年における廃業件数は過去最多

の状況である。しかし、その廃業せざる

を得なかった企業の中にも高い利益を生

み出している企業も多く存在しているこ

とは事実であり、このような企業の経営

資源を持続させながら社会を回していく

ことは、日本経済全体にとって重要事項

といえる。事業承継は一つのチャンスで

あり、承継後に販路開拓や経営理念の再

構築など新たな取り組みにチャレンジす

る企業も多くみられ、企業の成長・発展

を促していくためにも事業承継を推進し

ていくことの意義は大きいといえる。 

事業承継を成功させる実施策（手段）の１つに M&Aがある。日本では昔から M&A という手法に対して

あまり良いイメージは持たれ

ていなかった。これは「のっ

とり」や「買収」といった暗い

負のイメージが強かったから

とされている。しかし最近で

は M&A に対する負のイメージ

は払拭されむしろプラスのイ

メージの方が強く、実際の実

施件数も急増している。 

図表 1. 休廃業･解散件数の推移 

図表 2. 10年前と比較した M&Aに対するイメージの変化（n=5,460、5,367） 
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売り手買い手の双方にとっての主な目的として事業規模拡大が挙げられている一方で、売り手側は従

業員の雇用維持を目的としている割合が最も高い。そのため M&A実施の条件となっている場合もあり、

多くのケースにおいて譲渡企業の従業員の雇用は維持されており、M&A は売り手側にとっても大いにメ

リットがあると考えられる。 

 では、M&A はどのように実

施されるのだろうか。多くは

M&A専門の、国が設置する支

援機関（事業承継・引継ぎ支

援センター）、仲介事業者、

金融機関、コンサルタントな

どに相談し、支援を受けなが

ら行われている。ただし公的

な機関を除くと、多くは M&A

金額に対しての成功報酬が

掛かることから、可能性の低

い案件や一定の規模に満た

ないボリュームの小さい案

件は成立し辛いということ

が課題となっている。 

 また、事業承継を巡る M&A

は、売り手側を中心に語られ

ることが多い。それは、従業

員の雇用維持など事業承継

における各種課題の解決策

として注目されることもあ

るが、売り手側のストーリー

に納得して共感を覚えるか

らであろう。しかし、この手

法は前述のように買い手に

とっても多くのメリットが

ある。新規事業展開を考える

企業や創業予定者にとっても、仕組みを上手く活用することで、成功可能性を高められる。M&A を使っ

て買収することにより、新規事業のコストやリスクを抑えつつ、スピード感をもって新しいチャレンジ

ができるからである。このことについて、以下で事例とともに説明したい。 

 

３．何を引き継ぐのか 

 飲食業界で新規店舗を立ち上げる際など、「居抜き」という手段が使われることがある。新規出店を考

える事業者にとっては、「出店コストを抑えたい」「出店時コストを一日でも早く回収したい」「ランニン

グコストを抑えたい」といった、「コスト削減」は一番の悩みでもある。「居抜き物件」や「居抜き店舗」

とは、店舗内の内装・備品が残っている状態の物件・店舗のことで、これらの悩みを解決できる手段で

あり、飲食店以外の物販店なども含め、不動産業界全体で使われる用語である。チラシ広告などにある

「内装付き店舗物件」という表現も同様である。「居抜き」とは、一般的に床・天井・壁・厨房・手洗な

ど、店舗内の主要設備が残っている状態で、「今すぐにでも開店できるような物件」のことをいい、店舗

内の床・壁・天井・内装などが何もない建物の躯体だけの状態（コンクリートの打ちっぱなしの状態）、

いわゆる「スケルトン」とは対局の状態といえる。店舗物件は、「スケルトン渡し＋スケルトン返し」が

基本とされており、「居抜き物件」の取り引きは原則からは外れている。「建物の所有者」、「閉店するテ

図表 4. 売り手側が M&A実施の際に重視する確認事項（n=549） 

図表 3. 買い手側が M&Aを検討したきっかけや目的（n=1,341） 
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ナント」、「新規出店するテナント」の３者が合意する場

合に限って「居抜き物件」の取引が行われているのが現

状である。これに加え取り引きのオプション要素とし

て、什器・備品類を有償譲渡される「造作譲渡」もある。

居抜き店舗の状態にもよるものの、出店コストは大きく

抑えられ、早期にコスト回収でき、リース物件のランニ

ングコストも抑えることができる。しかし、新規の創業

者は店舗にかける「想い」が大きいため、なかなか利用

されないのが現状のようである。 

 イタリアンファミリーレストラン「サイゼリヤ」を展

開する株式会社サイゼリヤは、「出店」を本部が担当する重要戦略の一つとして、創業当時より「居抜き

物件」の活用を行なってきている。最近では「キッチン半分戦略」やコンビニエンスストアなど異業種

「居抜き物件」を活用した小型店舗フォーマットの開発など余念がない。セントラルキッチン・スタイ

ル、店舗オペレーションなどとともに、ローコスト・オペレーションに貢献している。 

 前述のような「居抜き物件」の活用は、いわば「ハードウェア」の承継である。また、最近では店舗

の M&A という手段も使われ始めている。これは、店舗を閉じる前に承継先相手を見つけることで、不動

産などの「ハードウェア」以外の価値も合わせて譲渡でき、「売る側」のメリットも大きく「買う側」も

活用できる場合がある。もっとも、このような条件に合う店舗とは、しっかり利益が出ているが企業の

都合で閉店予定の店舗などの条件があり、店舗価値の計算には財産価格とのれん代（事業自体のプレミ

アム部分）を中心とした知的資産を合わせた額となる。では、このように M&Aを上手く活用することに

よって、新規事業を立ち上げやすい業種、起業しやすい業種とはどのようなものだろうか。マクロ的に

考えるならば、「ソフトウェア」の部分すなわち知的資産を上手く活用できる業種である。私はサービス

業、特に人によってサービス提供されているもの（ヒューマンウェア）を挙げたい。具体的には、美容

理容業、IT ソフトウェア業、弁護士や税理士などの専門職などが挙げられる。 

 

４．何を変えていくのか 

株式会社ステラコンサルティングは、経営コンサルティングやマーケティングリサーチ、M&A アドバ

イザリー業務、セミナーやイベントの企画運営を行うコンサルティング企業である。代表取締役の木下

綾子氏は、中小企業診断士資格を保有している。同社は、2019 年 12 月より新規事業としてネイルサロ

ンの経営を行なっている。木下社長は以前よりネイルサロン業界に興味があり、いつかは実店舗の経営

を行なってみたいと考えていたそうである。同社は M&Aアドバイザリー業務を行なっている関係上、事

業譲渡を希望する案件にも多く触れており、その中の一つに銀座駅から徒歩 3分の場所で経営赤字にあ

ったネイルサロンがあり、興味を持ったのが発端であった。このような好立地で技術者スタッフが揃っ

ているのであれば、テコ入れ改

善することで経営の立て直し

ができ、同社にとっての新規事

業として結果が出せると考え

たのである。このテコ入れの方

法は、論文「再生型スモール 

M&A と中小企業診断士の新たな

活躍の場～ネイルサロン買収

による実践と考察」（木下・猪瀬、

企業診断ニュース、2022）にも、マッキンゼーの組織変革の 7S（戦略・システム・組織・スタイル・価

値観・人材・スキル）に沿って説明がある註 1。M&A によって、好立地の店舗と優秀な従業員（技術者ス

タッフ）ごと譲渡を受け、数カ月間の現状把握の後、店のコンセプトやターゲット顧客、サービス内容

や価格などについて実行可能なやり方で見直していったのである。以下は、木下社長が高千穂大学の授

図表 5. 居抜き物件の例 

店舗名 ・Nail Salon EOS （エオス） 銀座店

コンセプト ・爪先から、世界を幸せに

設備 ・5席（ハンド4席、フット1席）

スタッフ ・ネイリスト4名（正社員）

・2代目経営者が10か月経営して赤字

備考 ・客単価 約7千円

・顧客リスト 約7千名保有

図表 6. 承継したネイルサロンの概要 
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業「事業計画論 A」でのご講演内容やインタビューもとに、筆者が解釈した内容である。 

M&A 後に同社がまず着手したことは、コンセプトの見直しだった。買収した店舗のコンセプトは「爪

先から、世界を幸せに」と、コピーとしては格好良いものの、少し具体的に欠けていたようにも感じた

という。コンセプトとは、「誰に」「何を」「どのように」

（Who、What、How）の軸で考える、企業や店舗にとっ

ての重要事項である。そこで同社は、このネイルサロ

ンの新しい店舗コンセプトを「女性をきらきらと輝か

せるサロン」と変更した。具体的なイメージとして「大

人の女性が安心して通えるネイルサロン」「ゆったりと

優雅に過ごせる」「丁寧な施術が受けられる」「ワンランク上のサービスレベル」「シンプルだけど上質」

と考えた。また、ネイルサインにとって重要なデザインコンセプトを「エレガント」「シンプル」「モー

ド」に絞り込み、「銀座の大人女性のために、シンプルな中にも上品さが漂う上質なデザインをご提案す

る」こととした。  

次に行ったことは、店舗名の変更であった。譲渡されたこれまでの店舗名を変えることは勇気のいる

ことである。店舗名は外部に対

して既にアピールされているも

のであり、認知度の観点からも

大きな知的資産だからである。

それにもかかわらず、同社はこ

の事業店舗の名前をコンセプト

に合わせるかたちに変更した。

そもそも社名であるステラコン

サルティングの「ステラ」とは

イタリア語で「星」を意味して

おり、「経営支援する顧客企業を輝かせる」という願いがあるということで、この美容事業についても上

位方針に基づいて考えた。新しい店舗名は「ルミエナ銀座（Lumiena Ginza）」、これは「女性を輝かせる」

というイメージを持ち、お客さまにもスタッフにも輝いてほしいという想いから。なお、ルミエナとい

うのは造語で、フランス語の「明かり・輝き＝ルミエール：Lumière」「より良い・最高＝ミュー：Mieux」

「一緒に・全体＝エンサンブル：Ensemble」「自然・天然＝ナチュラル：Naturel」の頭文字を合わせた

ものだそうである。 

 続いて着手したことは、ターゲット顧客の設定であった。ターゲット顧客を考えることは、その後の

戦略設定へと繋がっていく。銀座という最高の立地を

考慮し、この店舗のサービスを利用する具体的な仮想

の人物（＝ペルソナ）をイメージし、Aと Bの 2 種類の

人物像を設定した。ペルソナ Aは「30～40の独身女性、

一人暮らし、大手企業で働くキャリアウーマン、年収

600万円以上、自分磨きにはお金をかけている」とし、

ペルソナ Bは「50代後半以上、既婚、子育てが終わり

お金と時間に余裕がある、世帯年収 800 万円以上、銀

座のデパートでの買い物が好き」とした。何れのペル

ソナも銀座という独特な地域にフィットしていると思

われる。 

図表 9. ネイルデザインの例 

店舗名 ・Lumiena Ginza / ルミエナ銀座

コンセプト ・女性をきらきらと輝かせるサロン

住所 ・東京都中央区銀座3-11-17 　銀座パトリアタワー302

アクセス ・銀座駅より徒歩3分、東銀座駅より徒歩30秒

営業時間 ・平日：1300～21:00、土日祭日：11:30～20:00

定休日 ・不定休、12/31～1/3

設備 ・6席

スタッフ ・ネイリスト7名（1名育休中）

・一から始めるより短期間で事業が始められる

・一から始めるより費用が抑えられる

・優秀な技術者やスタッフを引き継げる

・既存顧客を引き継げる

図表 7. M&Aによる起業のメリット 

図表 8. 新しいネイルサロンの概要 
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 更に、ターゲット顧客に合わせた店舗改装を行った。それまでのブラウンをベースにした統一感がな

く顧客とは少しミスマッチな内装から、ホワイトをベースにゴールドや大理石調をあしらった、明るく

清潔感のある内装へと変えていった。その上で、いろいろあり過ぎて分かりにくかったサービスメニュ

ーも改定し、統一感を持たせながら料金も分かりやすいものとした。ここで気を付けたのは時間単価の

概念だという。時間単価は 4,500円以上を基本とし、施術時間をゆったり長めにとることで、結果的に

一人当たり平均 20～60%の客単価 UPにも成功している。特に基本となるコースメニューは分かりやすい

よう組み直し、「サファ

イアコース：10,000 円」

「ルビーコース：12,000

円」「ダイヤモンドコー

ス：15,000 円」の３つに

絞り込んでいる。女性客

の気持ちをくすぐるか

のように、クーポン活用

も戦略的に行なわれて

いる。来店（利用）回数

によってクーポンの値

引き金額が段階的に UP

することで来店回数の

UP に結び付き、既存客

の囲い込みに良い効果

が出ている。 

 サービス業、特に美容業で顧客獲得に重要なものは、広報（広告宣伝）戦略である。広告宣伝媒体は、

月額固定制や変動制とさまざまだが、広告宣伝費を如何に安く抑えながら新規顧客を獲得できるのかが

ポイントとなる。ネイルサロンのような美容業界では、リクルート社のホットペッパービューティーが

圧倒的に強い媒体といわれているが、広告掲載料金は固定制の高額で、新規顧客の集客効果は高いもの

の、一人当たりの獲得単価を考えると割高感は否めないところがある。そこで、それまで高額な掲載費

を支払っていた雑誌や Webなどの広告媒体のプランを見直した。リーズナブルな広告媒体を複数採用し

ながら、自社ホームページを整備した上で Instagram や Google マイビジネスなどの SNS も効果的に活

用した。その結果、充分な集客数を維持したまま、広告費を半減することができたということである。 

以前のサービス名 価格(円) 新しいサービス名 価格(円)

オフ 1,000 オフ 1,000

ワンカラー 5,700 ワンカラー 7,000

ラメグラ 5,700 ラメグラ / カラグラ 8,000

カラグラ / フレンチ 6,700 フレンチ 9,000

ナチュラルコース 6,980 サファイアコース 10,000

キャンペーンコース 7,500 ルビーコース 12,000

ゴールドコース 8,200 ダイヤモンドコース 15,000

プラチナコース 9,820 90分アートし放題 12,000

アートし放題 10,180 120分アートし放題 15,000

ブライダルコース 10,180 ブライダルコース 16,000

ニュアンスSコース 8,500

ニュアンスMコース 11,000

図表 11. サービスメニューの整理と価格体系の見直し 

図表 10. EOS 銀座店当時(左)と Lumiena Ginza(右)の店内 
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 仕上げは、内部オペレーション（運営）の見直し、即ち、仕組みづくりと人材育成である。仕組みづ

くりとは言い換えれば業務効率化のことであり、早く効果が上がることから IT の活用によるシステム

化をその中心としている。これは木下社長がもともと IT 関連の業界にいたことで、効果の出る ITの使

い方について熟知していたからであろう。例えば、前述の広告宣伝施策から繋がっての予約集約システ

ムの導入がある。ネイルサロンなどの美容

業は大抵「予約制」である。予約の取り方を

見直すことで、技術者スタッフの働きかた

は改善され、労働生産性を向上させること

ができる。時間に余裕があれば、その時間を

学習やスキルアップの時間に使うこともで

きる。また、完全キャッシュレス化への対応

も行っている。カード決済や QR コード決済

などは、顧客にとって利便性が上がること

はもちろんのことだが、スタッフにとって

はレジ締め作業などの負担から解放される

ことにもなる。レジ締め作業による残業対

応から解放されるのである。スマートフォ

ンでも使えるグループウェアを活用し、交

代勤務のために希薄になりがちなコミュニ

ケーション強化にも役立っている。なお、M

＆A後約半年に現在の店長が入社し、新しい

店長の下で店舗運営は円滑に行われている。 

 残したいものと刷新したいもの、付け加えたいものを切り分け、1 年間という短期間で効果の上がる

ものから優先度を付けて手を打ってきたのである。美容業のバリューチェーンを把握しながら、一つひ

とつに手を打っていったのである。図表 13.にあるように、美容業のコア要素となる銀座という好立地

と優秀な技術者スタッフ以外のほとんどが、何らかのかたちで切り替わっているのがわかる。その結果、

2021 年 7 月には過去最高売上を更新したということである。同社の事例は、M&A という手法を上手く

使うことで新規事業展開や企業に取って有効な手段となり得ることを物語っている。同社の経営は好調

のようだが、新型コロナウィルス感染症がなかなか収束しない現在、対面サービスである美容業の多く

は厳しい環境下に置かれている。オフ（ネイル剥がし）のみ施術やネイルのお休み、短時間施術、低価

格メニューの選択などが一般的に増えているという。今後、このようなかたちの M&A案件は増加してい

くだろう。 

 

 

 

 

 

図表 12. サービス業のバリューチェーンに見る改善施策 註 2 

図表 13. 新規起業と M&A起業の展開比較 
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５．目に見えない価値（地域ブランドと時間価値） 

 株式会社 Season（代表取締役兼 CEO 久保世智氏）は、京都府福知山市三和町に本社を置く農業法人で

ある。同社は、2009 年に地域活性化を目指し任意団体「team ARC」（A：Activation＝活性化、R：Regional

＝地域、C：Community＝社会）を立ち上げたところから始まる。文字どおり、Activation of Regional 

Community（地域社会の活性化）を目指し、農業を持続可能な産業にしていきたいとワーキングホリデー

などを活用しながら、京都府舞鶴市が原産の京野菜「万願寺とうがらし」を主に生産し、販売してきた。 

 2020年、同社はこの万願寺とうがらしに加え、新たにぶどうの栽培を始めた。この「三和ぶどう」は

約 40年前より福知山市三和町で栽培され始

めた甘みが強く美味しい「マスカット・ベリ

ーA」という品種の甘みの多い黒ぶどうであ

る。このぶどうを栽培し始めたのは大原野

生産開発組合で、「三和ぶどうという特産品

をつくって、三和町を元気にしたい」という

想いをもって育ててきた。しかし 2 年前に

このプロジェクトを推進していた組合長が

急逝し、組合員の高齢化もあって組合は解

散することになり、三和ぶどうは存続の危

機となった。 

 同社は、「ぶどうによって生まれた三和町

の賑わいを消さないようにしたい」との想

いから、三和ぶどうの畑を譲り受け、栽培を

承継することとしたのである。その時の想

いについて、「美和町の地域資源を活用させ

てもらってビジネスをしている私たちにと

って、今後目を背けることのできない問題だった」と語っている。これまで主として生産してきた万願

寺とうがらしも京野菜であり、少し広域とはなるが地域ブランドの農産物である。一方、三和ぶどうの

場合は、三和町という地域のストーリーを背景に生産開発者や地域住民の想いが重なっている。これら

はまさしく知的資産そのものであり、承継という言葉が相応しいのである。 

図表 14. 株式会社 Seasonのプロジェクトメンバー(左)と地域伝統の三和ぶどう(右) 

図表 15. 農業のバリューチェーンに見る発展施策 註 3 
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 農業法人にとって、M&A による新規事業展開のメリットは大きい。それは時間価値を獲得できるから

である。一般的な M&A による買い手のメリットに「短期間で事業が始められる」「事業開始までのスピー

ドアップ」ということがあるが、特に農業ビジネスの場合には、育てるのが動物であろうが植物であろ

うが、商品価値を生み出すまで時間がかかる。万願寺とうがらしのように種や苗から植えて毎年あるい

は年間何回か収穫できる種類のものは別として、樹に実るようなものは、大

抵複数年かかる。桃栗三年柿八年と言う諺が示すように、果樹を植えたらそ

の実がなるまでに相応の歳月を待たねばならない。ぶどうの場合も最低 3年

はかかるようである。この期間にかかるコストを考えた場合、M＆Aによって

樹木や想いを承継しながら、新たな事業を展開していくことは理想的な進め

方なのである。 

三和ぶどうの収穫量はまだまだ少ないものの、地域のストーリーを背景と

しながらプレミアム感のある商品となっていきそうである。このままでも甘

くて美味しいのだが、更に付加価値を付けていきたい。そこで、同社ではこ

のぶどうを生絞りジュースに加工して販売するという「6 次産業化」の道を

選択した。まずは多くの人に知ってもらいたいとの意識からクラウドファン

ディングに挑戦し、結果的にこのプロジェクトは大成功となった。この新

規事業も、譲渡された案件に知恵を加えて、上手くビジネス化できた成功

事例であろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．おわりに 

 起業や新規事業の立ち上げについて、考え方を広く捉えていく時期に来ている。リーンスタートアッ

プの考え方やその方法としての MVP（Minimum Viable Product）は、実用最小限の製品・サービスを市

場評価と照らし合わせながらアジャイル的に発展させ目的を実現させていくことから、ビジネスの成功

確率を高められる点で大きなメリットがある。ただし、開発をスパイラル状に展開させていくために直

線的試行と比較して時間がかかることは否めない。Minimum ということで 0 から 1 を生み出すところが

ポイントでもありながら、意外に実行に時間が掛かり、チャンスロスを生むことも考えられる。 

 そのように考えると、既に存在しているビジネスから上手にバトンを受けてスタートアップに繋げて

いく方が、短期間で成功に近づけられるのではないだろうか。それまでは不動産・設備などハードウェ

アを揃えることでビジネスを始めていたところに、優秀な従業員や知的資産などのソフトウェアを加え

ることで、ヒトやモノを効率的に揃えられ、結果的にカネも節約できる。なぜならば、ヒトの採用・育

成は重要事項だからである。また、一旦はそのままのかたちで引き継ぎながら、問題点を洗い出し課題

整理することで、効果的に手を打って、自分の理想のかたちに変えることもできる。そして、一から育

てていくには時間のかかるビジネスも、生産物や地域のストーリー（地域資源）を承継することによっ

て、新たな視点で展開していくことができるのである。 

 もともと中小企業にとって事業承継は大きな課題である。そしてまた、新型コロナ感染症の影響も大

図表 16. 三和ぶどうジュース 

図表 17. 地域資源を承継し、新規事業への展開 
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きく、さまざまな想いを持ちながらも、廃業の道を選択する企業は増加傾向にある。そして現在は、M＆

A という方法に対する意識も好意的に変化してきた。このことは、起業や新規事業構築を考えている人

や企業にとって、絶好のタイミングだと考える。 
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2 図表 12は、一般的なサービス業のバリューチェーンチャートに、Lumiena Ginzaが M&A実施後の 1年間に手を打ってき

た内容を当てはめたものである。ピンクで色付けしたものがそれぞれ対処済みのカテゴリーであるが、ほぼ全般で対処し

ていることが分かる。コアの部分（銀座の駅前立地、技術者人材、顧客情報、ノウハウなど）を残しながら、全く新しい

店舗になったことが見て取れる。 

3 図表 15は、一般的な農業ビジネスのバリューチェーンチャートに、Season社が承継後に手を打ってきた内容を当ては

めたものである。オレンジで色付けしたものが承継したもの（果樹、生産･収穫ノウハウなどの知的資産、地域のストー

リーなど）で、ピンクで色付けしたものは Season 社がこれに加えたものとなる。それまでは地域の特産品ながら、生の

果実を農協等で店頭販売することが中心であった「三和ぶどう」を、「ぶどうジュース」という 6 次産業化の道筋を作っ

たのである。なお今回、「2021年度 NEXT産業創造プログラム」の活動に於いて、クラファン株式会社（板越ジョージ 代

表取締役）の指導の下、三和ぶどうジュースのクラウドファンディングにも挑戦している。 
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地域課題解決型Uターン起業者による内発的発展促進プロセスの考察  

～鹿児島県与論島を事例として～ 

 

Study on the process of accelerated endogenous development by U-turn entrepreneurs solving local 

issues.  - A case study of Yoron island, Kagoshima Prefecture - 

 

村上 竜雄  
（一般社団法人地域デザイン経営支援協会） 

 

 

1. はじめに 

 日本では明治期以降、西洋諸国に並び立つための国策として近代化を押し進め、戦後の復興、高度経

済成長を実現してきた。一方、その弊害として、環境汚染や産業公害、地域の過疎化など多くの社会問

題が発生した。そのような時代背景の中、外発的発展のオルタティブとして1970年代に登場した「内

発的発展論」は、社会運動としての性格を持つ抽象的な概念であり、それ自体は「政策論ではない」と

いう姿勢を持つものであった。 

 内発的発展論が提唱されてから約半世紀が経過した現在、地域の発展を担う現場において理論の存在

すら認識していない人が多く、現場活動を支える理論とはなっていない。明治大学教授で地域ガバナン

スに詳しい小田切徳美は、「内発的」という言葉が誰もが共鳴できる言葉であるがゆえ、皮肉にもその

内実が立ち遅れている現状を「総論賛成各論不在」と表現したが（小田切・橋口、2018）、実際の現

場においては、その総論すら理解されているとは言い難く、ともすれば関係省庁及び学術関係者や研究

者のみが学び知るサイロの中の理論となっているのではないだろうか。 

 本考察では、改めて内発的発展が創起された経緯やその元となった思想などを追うことで、今日の

「内発的発展」について再考することからはじめる。次に、個別事例に着目し、内発的発展を促進する

とされる「キー・パーソン」について、地域の課題解決にフォーカスしてUターン起業した2名のスタ

ートアップ経営者へのインタビュー及び参与観察から共通点及び気づきをまとめる。その上で、地域課

題解決型Uターン起業者と地域との関与が、内発的発展促進プロセスの中でどのように作用し、位置づ

けられるのかを整理し、そこから得られた知見をもとに、地域固有の外部環境の中で求められる起業人

材の要諦と理論のあり方について論考を行う。 

 

2. 内発的発展論の再考 

(1) 内発的発展論の起源 

 「内発的（endogenous）」という言葉が最初に用いられたのは、1975 年にスウェーデンのダグ・ハマ

ーショルド財団が、第 7 回国連特別総会に対する『なにをなすべきか』と題される報告においてであっ

たと言われる（鶴見、1989）。同報告書において、経済成長優先型発展に代わる「もう１つの発展（another 

development）」のあるべき姿として、 

 

1. Geared to the satisfaction of needs, beginning with the eradication of poverty. 

2. Endogenous and self-reliant, that is, relying on the strength of the societies which undertake it 

3. In harmony with the environment. 

(The 1975 Dag Hammarskjold Report:28) 

 

の 3 つの項目が挙げられており、「内発的」という言葉が、「貧困撲滅」「自律的」「自然環境との調

和」といった社会運動としての要素を含む概念として提示された。 

 和書として初めて「内発的発展」を主題とした書籍『内発的発展論』（東京大学出版会、1989）を上
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梓した社会学者の鶴見和子は、発展における「内発」と「外発」を最初に明確に区別した社会学者はタ

ルコット・パーソンズであるとした上で、パーソンズよりも遡ること約半世紀前に、日本の夏目漱石が

「現代日本の開花」という講演において同じ表現を使っていたことを紹介している（鶴見、1996）。パ

ーソンズをはじめとするアメリカの近代化論の視座は、後発国の近代化は内発的であるより外発的であ

るほうが速度も速く有利であるとする二者択一の類別であったことに対し、鶴見は、漱石が日本の外発

的な近代化を批判的に捉えていたことを参照し、漱石のほうが今日的な意味での内発的発展の問題を鋭

くとらえていたと評価している。 

 鶴見が内発性を強調するのは、第一に先発国か後発国かという二者択一の分類に挑戦し、後発国にお

いても内発的発展がありうることを示すためであり、また第二に、発展は物質生活の向上に限らず、精

神的覚醒と知的創造性を通して人々が社会変化の主体となることができることを主張するためであった。

合理性だけから考えれば、後発国は先発国の方法論をそのまま真似たほうがすぐに結果が出るため「有

利」になるのだが、しかし、後発国には後発国による内発的発展があるはずで、それは「それぞれの社

会および地域の人々および集団によって、固有の自然環境に適合し、文化遺産にもとづき、歴史的条件

にしたがって、外来の知識・技術・制度などを照合しつつ、自律的に創出される」ものであると主張す

るのが、鶴見の内発的発展論の核となる考え方である（鶴見、1989; 鶴見、1996）。 

 

(2) 内発的発展論の現在地 

 戦後、我が国の国土計画は、1962 年、池田内閣の時に策定された「全国総合開発計画（以下、全総と

いう）」以来、全国国土総合開発法に基づく計画を中心に展開されてきている。 

 最初の全総は、高度成長経済への移行期にある中、地域格差の是正、自然資源の有効活用、資本・労

働・技術等諸資源の地域への適切な分配を基本的な課題とし、主に工業の分散を図るために道路・交通・

通信設備などを整備し、東京などの既成の大集積地の経済的発展を周辺地域にまで広げようというもの

であった。全総から７年後、佐藤内閣において策定された「新全国総合開発計画（以下、新全総という）」

では、高度経済成長を背景に、新幹線や高速道路等の大規模プロジェクトが推進され、地域格差の解消

を中央からのトップダウンのアプローチで実現しようとしたものだった。明治大学教授の中川秀一は、

この新全総における中央から地方へ向けた「外来型開発の展開やそれに伴う公害や地域問題の生起が、

地方や農村における内発的発展を志向する環境を醸成し、内発的発展が提起される背景となったと考え

られる」（小田切・橋口、2018、27 頁）と指摘している。 

 その後、大都市への人口と産業の集中を抑制し、地域を振興することや人間居住の総合的環境の形成

をはかることが目標とされた「第三次全国総合開発計画」（1977 年閣議決定）を経て、「第四次全国総

合開発計画」（1987 年閣議決定）においては、「地域の特性を生かしつつ、創意と工夫により地域整備

を推進」するとされた。しかし、現実にその期間で進行したことは、製造業を中心とする大企業の地方

立地や、地域による積極的な企業誘致合戦、バブル経済によって推し進められた外部資本による地域の

リゾート開発であり、地域住民に主体性が育まれないままに経済面の成長を優先する結果となってしま

った。そして、1998 年に閣議決定された第五次の全国総合開発計画にあたる「21 世紀の国土のグランド

デザイン－地域の自立の促進と美しい国土の創造－」において、国民の意識が、「量よりも質」「所得

や収入をあげることよりもゆとり」「新しさや刺激よりもくつろぎ」といった新しい価値観へ転換しつ

つあると認識した上で、「自由な選択と自己責任」「かけがえのない自然の価値」「男女共同参画」と

いったビジョンが明確に示されるようになった。同計画の第２章『計画の課題と戦略』の冒頭において、

「地域住民等多様な主体の責任ある積極的な参加」を明確に求めていることからも、後に地域主権への

流れが強く推進されるこことなった源流にあたる閣議決定と捉えることができよう。 

 東日本大震災を経験した 2014 年に取りまとめられた「国土のグランドデザイン 2050～対流促進型国

土の形成～」では、人口減少や巨大災害など差し迫った将来への危機感を背景に、市場原理をベースと

した発展ではなく「多様性（ダイバーシティ）」「連携（コネクティビティ）」「災害への粘り強くし

なやかな対応（レジリエンス）」の 3 つが基本理念として掲げられている。翌 2015 年閣議決定の「第二

次国土形成計画（全国計画）」では、国土の基本構想として「コンパクト＋ネットワーク」をキーワー
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ドに挙げ、それぞれの地域が個性を磨き、異なる個性を持つ各地域が連携することによってイノベーシ

ョンの創出を促す「対流促進型国土」の形成を図ることが目的とされた。ここで対流のエンジンとなる

のは多様性であり、地域や人々の間に差異があってこそ対流が起こる。すなわち、常に多様性を生み出

していくことがイノベーション創出の要件とされたわけだが、それはまさしく、多様性に富む社会変化

の過程を目標に至る経路とした鶴見の内発的発展の精神そのものであると言えよう。国土計画において、

約半世紀にわたりトップダウンの政策論として扱われてきた内発的発展論が、この「国土のグランドデ

ザイン 2050」においてようやく本来の理念を取り戻し、地域住民の個性と創造性、そして多様な交流か

ら主体的に創出していくものであるという本質的な道筋が示されたのである 1。 

 

(3) 教育学としての内発的発展論 

 鶴見は、2006 年 4 月 29 日、生前最後の対談となった赤坂 2 との対話の中で、従来の近代化論を「到

達点のある社会変動論」であると指摘。マルクス主義と並ぶ方法論であると喝破した上で、それゆえに、

内発的発展論はこれまでになかった新たな論理であると主張した。同氏は、地域それぞれの伝統や自然

の生態系に基づく、地域ごとに異なる発展の模式があるとしてきた自らの論考を振り返り、それは一つ

の側面として間違いではなかったが、地域社会というフォーカスよりも、「一人一人の内発性こそ大事

ではないか」と考えるようになったと自身の視座の変化について語っている（赤坂・鶴見、2015）。 

 鶴見をして、内発的発展論の特徴を「的確に、しかも明確に鋭く書き出していただいた」と言わしめ

た川勝 3 は、内発的発展論は「創造の過程を対象としており、創造とは何かを理解する方法論」である

こと、「発展の契機は自然、人、文物、情報、思想など何者か外部との出会い」であり、「外部との出

会いと格闘において社会に固有のものが新しい力となって成長してくる」こと、さらには「内発的発展

とは人間の自覚の深まりであり、個性としてのアイデンティティの確認」であると解説する（川勝・鶴

見、2008）。川勝が整理した内発的発展の主要な特徴は、鶴見が内発的発展論は社会学よりもむしろ教

育学であるとし、「人間のひとりひとりの可能性を実現、顕在化していく、伸ばしていく。それが教育

です」（赤坂・鶴見、2015、98 頁）と発言していることと通底する。それゆえに、現代において内発的

発展論を再考する際には、社会学や政策論といった単一の枠組みではなく、主体者である地域の人々の

成長プロセスを中心とする教育学を含んだ学際的な分析を行うことが求められる。 

 

(4) 内発的発展を促進するキーパーソン 

 鶴見はその内発的発展論の中で、哲学者の市井三郎が提唱した「キー・パーソン 4」という概念を導入

し、市井が、キー・パーソンは「発想的キー・パーソン」と「実践的キー・パーソン」に分類できると

いう仮説を示したことを紹介した上で、それを「地域を単位とした小規模な社会変化の事例分析に使う

こと」を提唱している。市井の挙げるキー・パーソンは、明治維新、中国革命、イギリス労働党の運動

などの社会変動を導いた社会全体の変動を率いるエリートであったのに対し、鶴見の言うキー・パーソ

ンは「地域の小さき民」であり、それゆえに、内発的発展の事例研究は「小さき民の創造性の探究であ

る」とされる。また、内発的発展の多様な発現形態としてタイ・日本・中国の３事例を紹介し、その共

通点として「地域内に理論的もしくは少なくとも実践的キー・パーソンが活動していること」を指摘し

ている（鶴見、1989; 鶴見、1996）。 

 理論の実践は、当然であるが地域の現場で行われる。一時的な漂流者であるという特徴を持つ外部か

らの交流者は、現場で継続的に活動を行うことが物理的に難しいため、必然的に理論的キー・パーソン

としての寄与が主となる。川勝は、鶴見の論文の中に登場するキー・パーソンについて「タイのブッダ

ダサ 5、日本の柳田國男、中国の費孝通は理論的キー・パーソンであり、中国の農民企業者の群像や、水

俣の人間群像は実践的キー・パーソンである。」と紹介している。その言及からも外部からの交流者は

主に理論的キー・パーソンとなっていることが見て取れる。そして川勝は「内発的発展論は指導者論で

ある」とした上で、「本来、責任を負うべきでないにもかかわらず、外的条件のために人間が負わされ

た不条理な苦痛を軽減するために、その現状をよく知り、先頭にたって解決のために働く主体」とキー・

パーソンの具体的な有様を示している（川勝・鶴見、2008）。 



- 15 - 

 

 市井のいう発想的キー・パーソンは、だれもがやれることではない非凡で確率の低いことを発想する

特別な人のことを指しているが、その発想を現実化する実践的キー・パーソンと対にならなければ存在

し得ない点において、広義の意味での理論的キー・パーソンに含まれると考えてよい。本稿では論旨が

複雑になることを避けるため、地域に変化を起こすために理論・発想の面で貢献する人を「理論的キー・

パーソン」、それらの理論を（理論として認識しているかどうかにかかわらず）地域内で現実化すべく

実践する人を「実践的キー・パーソン」と大きく二分類して考察を進めたい。 

 

3. 地域課題解決型Uターン起業者の個別事例 

 ここでは、小規模な社会変化が起こりつつある鹿児島県与論島を事例に、内発的発展を支えるキー・

パーソンとして 2 名の U ターン起業者に焦点をあてる。それぞれの活動現場を参与観察し、また、個別

にデプスインタビューを行うことで、これまでの実践やそこに到るまでの経緯などのファクトだけでな

く、それぞれの行動を支える動機づけ要因などの内面までを扱い、その共通点や気づきを整理し、次章

以降で内発的発展促進プロセスとの接点の考察を行う。 

 インタビュー対象者の概要、活動状況などを以下の図表 1 にまとめる。 

 

図表 1 地域課題解決型 U ターン起業者インタビュー対象者 

 年代・性別 U ターン時年代 業種 その他 

A 氏 40 代 

女性 

30 代後半 宿泊・飲食サービス業 

不動産業 

実家は建設業及び関連

資材店を経営 

B 氏 30 代 

女性 

30 代中盤 教育・学習支援業 実家は飲食サービス業

を経営（地域の人気店） 

出所：著者作成 

 

(1) 事例 1（起業を目的としない Uターン） 

①事業内容と地域との関わり 

 A 氏は遊休不動産のリノベーションを自ら手掛け、宿泊業・飲食サービス業・不動産業を営む。2022

年 2 月現在、賃借している物件を含め、主に観光客向けに 3 軒の宿（うち１ヶ所はカフェ併設）を経営

し、並行して事業者向けの貸店舗事業として、UI ターン事業者を中心とした複数のテナントに貸し出し

ている。家業は建設業であり、その強みを活かした展開であるが、事業は全て A 氏の自己資金によるも

のであり、所有も経営も家業とは明確に分離されている。 

 また、同氏は、観光協会の DMO 局長を務める。2021 年、与論町はオランダを拠点とする国際認証団

体、グリーン・デスティネーションズが選出する「世界の持続可能な観光地トップ 100 選」に選出され

ているが、そこでも同氏はサステイナビリティ・コーディネーターとしてワーキングチームを率いる役

目を担っており、同町の第６次総合振興計画策定委員にも任命されるなど、まさに地域の若き担い手と

して、内発的発展論における実践的キー・パーソンとして活躍している。 

 

②Uターン起業に至った経緯 

 幼少時頃から動物に興味があった A 氏は、小学生のころから獣医になるという明確な夢を持ち、地域

の名門理数系高校に入学すると決めて勉強に励み、順調に希望校に進学する。現実の獣医の仕事を知る

につれて夢は変わり、大学入試直前に入院するという障壁もあったが地元国立大学へ進学。卒業後は IT

関連商社へ就職し、ベンチャー気質の過酷な労働環境の中であったが、業績優秀で新規事業立ち上げか

ら管理職まで約 15 年間に渡り務め上げた。 

 退職後、両親の意向もあり帰郷。20 年以上の時を経て、再び実家で暮らすようになったことで、同氏

は自らの故郷の明らかな衰退を目の当たりにすることとなる。家業である建材店の立つ商店街は、いわ

ゆるシャッター街に近い状況となっており、お世話になった近隣の住民へご挨拶に伺うと、すでに亡く

なっている方も少なくなかったという。「通りがめちゃくちゃ寂しくなっているのがすごいショックで、
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育ててきてもらったこの近所の人たちに何かできることはないのだろうか」と考えるようになったと語

る。そんな中、繁忙期の観光ガイドが足りないので手伝ってくれないかという声がかかり、「人前に立

つことは苦手だったのですが、自分で出来ることだったら」と、これまで経験のなかった観光業に関わ

ることになる。そしてガイドの仕事に就くようになると、今度は「宿が足りない」という声をあちらこ

ちらで聞くことになる。A 氏本人も「都会生活では当たり前だった、美味しい珈琲が飲める場所が近所

になかった」という不満を持っていたこともあり、近所の遊休不動産を借り受け、自らリノベーション

し、帰郷から約１年後の 2018 年 6 月、カフェを併設したゲストハウスを開業するに至った。 

 

③実践による気づきと成長 

 現場の声をベースにして、地域にそれまでなかった新しいスタイルでオープンした宿は評判となり、

閑散としていた通りには、カフェに集う人が行き交う姿も垣間見え、商店街の雰囲気が少しずつではあ

るが変わってきたことは誰の目にも明らかだった。その成功を見た同じ商店街の遊休不動産オーナーか

ら、物件を A 氏に譲りたいという声がかかり、開業から１年も経たないうちに２軒目の宿を開業。建物

の一階には、島に戻ったばかりの起業希望者がテナントとして入り、ICT を活用した学習塾をオープンさ

せた。その学習塾事業が当初の計画の倍以上の顧客を集め、すぐに手狭になったため、同氏はより広い

物件を新たに賃借にてリノベーションを行い、より多くの生徒が学べる場を学習塾起業者に提供してい

る。この頃になると「衰退した近所のために自分ができる手助けをする」というフェーズから、「自分

で事業を行うことだけでなく、事業を起こしたいけれども場所がないという起業希望者に、場を提供す

るという形での貢献ができるのではないか」という気づきを得て、自分の強みとリソースを活かせる役

割が明確に見えはじめたという。「この島を好きになってくれて移住してくれた人が、場所がないとい

う理由だけでここでの暮らしを諦め、島を出るというのはとても申し訳なく感じる」という他者への共

感力が、同氏の事業を推進する原動力となり、地域の発展を起業環境面から支える同氏の動機付け要因

となっているのである。 

 また、上述の事業と並行して携わっていた観光ガイドとしての職務を全うするため、地元の有識者の

元へ自ら学びを乞い、何も知らなかった出身地の文化・伝統・歴史について学び直すことで、同氏は島

の魅力を少しずつ感じ始めるようになったという。時を同じくして、観光協会では観光地域づくり法人

（DMO）のプロジェクトが進行しており、地元での起業で実績を積み重ね、また、観光業の新たな担い

手としても注目されつつあった同氏に自治体担当者から参画の声がかかる。御多分に洩れず、同地域で

も旧態然とした課題や軋轢に直面する現実もあったが、「自分から目立ちたくない。地域に貢献してき

た年配の方々に、直接対話して、考えを聞いてもらうようにしている」という同氏は、月日の経過とと

もに着実に周囲の信頼を集めており、現在、DMO 局長として観光地域づくりのフロントに立ち、新しい

挑戦とその学ぶ姿勢による成長を続けている。 

 

④活動の特徴 

 同氏の活動の最大の特徴は、そもそも起業のために U ターンしたわけではなかったところにある。自

己実現としての起業ではなく、地域の課題を目の当たりにし、そして幼少期からお世話になった人々と

地域へ何ができるのだろうかという「共感から発生した問い」を起源としている。対象者への共感から

課題を定義するというプロセスは、デザイン思考における課題解決プロセスの最も重要な要素の 1つで

あるが、同氏はその理論を意識的に活用したわけではない。持ち前の感受性と、そして都心でのベンチ

ャー起業勤務を通じて培ったコミュニケーション力および行動力によって具体化し、アクションを通じ

て得られたフィードバックと、そこから発生する新たな要望や課題を真摯に受け止め、家業である建設

業の強みを活かしたソリューションを実践、改善を繰り返している。 

 2021 年からスタートした与論町の地域産業創出人財育成事業では、地域として輩出したい人材像のモ

デルケースとして取り上げられており、同氏はメンターとして、忙しい業務の合間を縫って事業に協力

している。講座に参加した同氏は、「講座に関わることで逆に学びが多く、自分自身の事業自体を磨く

必要性を感じています。」と学び続ける姿勢を崩さない。島外の視点と都市部で得た仕事力、持ち前の



- 17 - 

 

共感力と行動力、家業としての強みを軸として活動する同氏は、今後も地域の内発的発展を支える実践

的キー・パーソンとして、更なる活躍が期待される。 

 

(2)事例 2（起業を目的とした U ターン） 

①事業内容と地域との関わり 

 B氏は、前節でも紹介された、ICT を活用した学習塾を経営する Uターン起業人材である。開業当初、

まず 12 人の生徒数を KGI として設定したが、都心と同レベルの教育サービスを離島でも受けられると

いう顧客価値の優位性と、同氏の情熱溢れるプレゼンテーションが地域の子育て世代で話題となり、さ

らに口コミによる広がりも加わって受講者が急増した。わずか半年程度の間に 30 名を超える生徒数に

なり増床のため A氏のリノベーションした物件へ移転。さらなる事業拡大へ向け、2021 年 1月には個人

事業から株式会社に組織変更した。現在は業務委託により事業企画を支援するメンバーが 1名、教科担

当のアルバイト 1名という最低限の人員体制であるが、今後、同氏は会社経営や新規プロジェクトに注

力できるよう、新規採用の準備を進めている。 

 また、令和 2年度から与論町が力を入れる海洋教育の推進協議会事務局メンバーとして、町の公教育

に携わる教員とのコミュニケーションを積極的に取っており、年に一度の成果発表会である「海洋教育

フェア」における企画・運営の中心人物として、開始 2年目で町内すべての小中高等学校の参加を実現

させた。並行して、島の恩師から与論町地域女性団体連絡協議会の代表を引き継ぎ、NPO 法人「よろん

出産子育て応援隊あんまぁ～ず」の理事も務める。 

 2021年度には B氏のかねてからの念願であった、PBL（Project Based Learning）による人材育成事

業を産官連携で実現。副町長、観光協会長、商工会長、地元金融機関の責任者などが名前を連ねる実行

委員会では委員長に選任された。さらには、町の第６次総合振興計画策定委員では副委員長に指名され

るなど、A 氏と並び、まさに地域における新しい世代の実践的キー・パーソンとして活動領域を広げ、

自身の事業以外の面においても多忙な日々を送っている。 

 

②Uターン起業に至った経緯 

 町内の人気飲食店に生まれた同氏は、高校から島を飛び出し、カリフォルニア大学ロサンゼルス校（通

称 UCLA）の数学科へ進学。卒業後は帰国して株式会社リクルートへ就職、進学に関する情報を提供する

業務を担当し、全国の大学を走り回り知見を深めた。その後、無料の進学情報誌をどの高校に届ければ

よいか、営利企業としての採算性を見極めながらジャッジメントする役割を担った際、自分の故郷の高

等学校は離島で物流コストも高い上に生徒数も少なく「無償提供に値しない」と判断せざるを得ない現

実と直面する。同氏曰く「こうやって地方は見捨てられるのか」と寂しい思いをする一方、会社として

それは合理的な判断である。と冷静に捉える自分も存在していた。 

 管理職として慌ただしい業務を全うする中、祖父の米寿の祝いに島へ帰郷する機会があった。親族を

大切にする島の文化もあり、全国から孫を含む 50人もの親族が集まった。この晴れやかな席で同氏が気

づいたことは、そこに集まった若い世代がほぼ全員島外で暮らしているという現実であった。ちょうど

その頃、40代へ向けて自身の人生をどう設計しようかと考えていたタイミングとも重なり、自分以外で

も代替できる仕事ではなく、自分がやらなければ「他に誰もやらない仕事をしていきたい」と考えるよ

うになり、衰退していく出身地域の再興を目指し、教育改革に挑戦するという決意に至った。 

 学生への進学情報誌の仕事を長く担当していたが、実際の教育現場に立っていた経験はない。同氏は、

教育による改革を成し遂げた他地域の事例をリサーチする中、隠岐島前教育魅力化プロジェクトについ

て知ることとなる。2008 年に高校魅力化への取り組みを始めた同地域は、その結果、地元中学から地元

高校への進学率が、2007年の 45%から 2015年には 77%へと回復し、子供たちの地域外流出を狙い通りに

食い止めたという華々しい成果を見せていた。自らの故郷と同じ島嶼地域における事例に活路を見出し

た同氏は、同地域での実践をベースとして提供されていた「地域・教育コーディネーター育成プログラ

ム」で学び直し、地元での教育改革に着手する計画を立てる。 

 帰島する前から町の教育長とも情報交換を行い、活動の手応えを感じていた同氏は、2018年 8月、満
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を持して島へ戻る。理想として考えていたのは、隠岐島前地域で成果を出していた「公営塾＋教育魅力

化コーディネーター」を軸にした教育改革モデルだった。実家である飲食店を手伝いながら準備を重ね、

持ち前の情熱と行動力をもって行政や学校に直接アプローチを試みる。しかし、誰しもが総論には賛成

しつつ、具体的な行動にはなかなかつながらないという現実に直面する。アメリカ西海岸からリクルー

トという気鋭のベンチャー気質の中で仕事をしていた同氏にとって、自分の育ったカルチャーと地元の

官学とのスピード感のギャップは想像を遥かに超えるものであった。 

 一向に進まない状況を前に、怯む事なく別のアプローチを探った同氏は、教育に関する自らの実績を

作るために民間の学習塾を起こす計画へとピボットする。多くの起業家を輩出してきたリクルート時代、

「起業するなら身銭で 1000万円投資する覚悟で」と言い聞かされた教訓を胸にする同氏にとって、事業

を起こすことはあくまで目的達成の手段でしかなく、決して目的を見失うことはなかった。実践したか

ったのは、学校の教科学習を補完する学習塾ではなく、アクティブラーニングによる非認知能力を高め

る教育である。そのため、クラスは学生が安心して本音を言い合えると言われる 6 人までとし、週に 2

クラス回すことで計 12 名を最初の KGI に設定。2019 年 5 月にスタートした同氏の学習塾は、前述した

ように目標を大きく超える受講生を集め、2021 年には新たな学舎へ移転し、現在に至る。 

 

③実践による気づきと成長 

 B 氏が U ターン前に思い描いていた「隠岐島前をモデルとした教育改革」を生まれ育った地域で実践

するという挑戦は、理想と現実の大きなギャップに直面し、実現には至らなかった。しかし、同氏にと

って、それは１つの気づき（うまくいかない方法を 1 つ学んだだけ）でしかなく、前項で紹介したよう

に、すぐに別のアプローチを模索し、別のルートから山頂を目指して活動を続けている。 

 学習塾での実践を重ねるにつれて、想像していた学生像と現実の子供たちの間にはズレがあり、都会

の学生との習熟レベル感の差、同氏が重要視する「非認知能力」の育成よりも目先の期末テストのサポ

ートを希望する保護者ニーズなど、数々のギャップが存在していることが明らかとなった。しかし、そ

の都度、外部の専門家の招聘、ICT活用による新たな学習支援ツールの導入など改善を繰り返し、2年目

には独自のコースを開発するなどの試行を重ね、徐々に当初思い描いたような教育環境の実現に近づい

ているという。 

 また、縁あって恩師から引き継いだ町の地域女性団体連絡協議会の代表という役割も、結果的に多く

の行政関連の会議や委員会から声がかかるきっかけとなり、子ども教育の現場に立つ母親たちとの交流

を深めることができ、子育て支援を行う NPO の理事に就任することにもつながったという。同町が力を

入れる海洋教育推進協議会への参画も、自らが理想を語り続ける中、出会った人からの推挙によるもの

であり、奄美群島振興交付金を活用した起業人材育成講座及び、島内初となる起業ピッチイベントの開

催は、同氏の情熱を知る行政担当者からの情報提供から始まったプロジェクトである。実践とは、いわ

ば「想定外」の連続であり、想定外というフィードバックの中から気づきを得て、それを次の行動につ

なげていくという情熱と常に主体的な行動力こそ、同氏の成長の源泉であり、最大の強みになっている。 

 

④活動の特徴 

 成功するベンチャー企業の多くは、実践を通じたフィードバックから自らの計画を修正し、外部環境

の変化に応じてピボットしながら成長していく。B 氏による U ターン起業の実践は、小規模であるとは

いえ、そのイテレーションプロセスを体現するものといえる。同氏の事業を外部から支え、ときに新た

な登山口に導いているのが、学習塾を開くための場を提供してくれている A 氏はもちろんのこと、新た

な事業への足掛かりを提供してくれた行政担当者など、理念や情熱に共感し同士となった産官学の壁を

超えた支援者たちだ。俯瞰してみれば、同氏が実践的キー・パーソンとなって地域の産官学それぞれの

人々を主体的に動かし、同時にそれぞれが実践を通じて互いに学び合い、有機的につながっていく様子

が見てとれる。 

 また、同氏の活動のもうひとつの特徴は、理論面における専門家の活用である。実行委員長を務める

人材育成事業の中期ビジョンの構築や、全 10 回の講座の軸となる PBL における「デザイン思考」や「デ



- 19 - 

 

ザインリサーチ」の方法論を、移住者や多拠点で活動する外部人材に積極的に求めている。同氏は「自

分に足りないと思う何かを持つ人材を感覚で巻き込んでいる」と言うが、その結果として、情熱に共感

した「理論的キー・パーソン」を巻き込むことに成功している。ビジョンを共有できる仲間を得ること

によって、同氏の実践力に、理想論ではなく、実現可能な論理的なバックボーンが結合し、小さな社会

変化を一時的なもので終わらせない持続性と再現性を兼ね備えた枠組みが創出される一連のプロセスは

特筆に値する。 

 

4. 地域課題解決型Uターン起業者と内発的発展促進プロセスとの接点 

 前章までに再考してきた内発的発展論と参与観察およびインタビューから得た気づきを踏まえ、本章

にてその接点を確認・考察していく。地域の視点と U ターン起業人材の視点どちらかに偏り過ぎること

のないよう意識し、今後の課題解決型起業による地域の内発的発展に資する手がかりを探っていきたい。 

 

(1)個別事例インタビューまとめ 

 前章で行ったインタビュー及び参与観察からの気づきを、以下図表 2 にまとめる。 

 

図表 2 地域課題解決型 U ターン起業者インタビューまとめ 

 A 氏 B 氏 共通点・相違点 

U ターン目的 サバティカル的 

具体的計画なし 

地域の教育改革 

公営塾の設置 

U ターン前の起業への

スタンスは正反対と言

える 

起業の経緯 

特徴的動機 

お世話になった人々の暮

らしや近隣商店街の衰退

への危機感 

地元の高等学校を、仕

事上の経済合理性から

除外した苦い経験 

地域衰退への強い危機

感と人々への共感とい

う点で相通じる 

事業ニーズ 観光ガイド、宿など、地域

住民から直接聞いた顕在

化したニーズ 

他地域の成功事例から

学んだ「教育魅力化」と

いう潜在的ニーズ 

地域の課題解決を目指

す点で共通するが、顧

客の事業価値への認知

レベルが大きく異なる 

資金力 15年間の勤務を通して蓄

えた資金で当面の運営費

は賄える 

事業に投資できる一定

の資金を準備した上で

臨んでいる 

ともに目先の日銭に追

われることはなく、事

業の本質に注力できる 

起業への制約 地元で目立つことはした

くないというメンタルブ

ロック 

自らの計画と現実の地

方公共団体・教育関連

機関とのギャップ 

種別は異なるが、とも

に非物質的な制約であ

る共通点をもつ 

持続可能性 

ビジネスモデル 

宿業及び不動産業という

定番のビジネスモデル 

地域唯一のサービスを

軸としたサブスクリプ

ションモデル 

ビジネスモデルはそれ

ぞれ定番であり、安定

した収益構造を持つ 

スキルセット 理数系に強く、営業経験

により交渉力も高い。実

家は建設業で専門的知識

を得やすく、自らのDIYス

キルも高い 

米国大学数学科卒。進

学領域事業での優れた

営業実績を持つ。父親

が地域の重職に就いて

おり知名度が高い 

ともに理数系のロジカ

ルな思考力と、営業担

当として身につけた交

渉力・実行力を併せ持

つ 

行政や地域団体 

との関わり 

観光および街づくりの文

脈からの信頼も厚い 

教育および女性活躍推

進での関わりが大きい 

共通して人々の信頼も

厚く、期待されている 

出所：著者作成 

 

 両者に共通するコンピタンスとして、「出身地域の衰退への危機感とお世話になった人々への共感力」
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「日銭に追われることなく事業経営に集中できる資金力」「定番かつ安定したビジネスモデルの導入」

「論理的思考とコミュニケーション力」「フィードバックを活かす柔軟性」「自治体や古参となる要職

者からの信頼」などが挙げられる。逆に相違点として、U ターンのきっかけや起業へのスタンスなど正

反対とも言える部分もあるが、これらは起業者の数だけバリエーションがあって然るべきところであり、

相違点を持つ起業家の共存こそが、地域に山積する多種多様な課題を、多様性をもって解決する鍵とな

ろう。 

 

(2)キー・パーソンとしての接点 

 鶴見が地域ごとの社会変化を分析する際、「キー・パーソン」という視点を用いていることは前述の

通りである。地域課題解決型の U ターン起業者と、そのステークホルダーとなる地域住民、及び外部か

らの交流者たちは、地域の内発的発展プロセスにどのように関わり合い、ときにキー・パーソンとして

貢献し合っているのだろうか。 

 第 2 章にて、内発的発展論の要件について「地域内に理論的もしくは少なくとも実践的キー・パーソ

ンが活動している」ことを紹介した。ここまでの調査内容を俯瞰してみれば、両氏はともに故郷の衰退

をなんとか回避させたいという想いから主体的に行動し、周りを巻き込みながら地域社会に具体的な変

化を起こしており、まさに「実践的キー・パーソン」として機能していると言えよう。 

 他方、「理論的キー・パーソン」の存在について着目してみると、A 氏の事例では、観光ガイドとし

ての職務遂行にあたり必要となる地域の伝統・文化に関する知識や、空き物件をリノベーションするた

めの技術的な方法論を求めて専門家と関わることはあるが、それは、地域に内発的発展を起こしていく

プロセスに対して、理論・発想面で直接寄与する種類のものではない。そもそも同氏は、地域の社会変

化を目指して起業したわけではなく、外部の目線をもった U ターン人材として客観的視点から生まれた

危機感と、活動の中で邂逅した地域住民への強い共感から自身の内発的なエネルギーを創出、活動して

きている。同氏の実践的な活動が、地域社会の変化というムーブメントにつながったのは、観光・まち

づくりという文脈での活躍もさることながら、起業者への場の提供という貢献を通してつながった B 氏

との相互作用によるところが大きい。 

 昨今の地方創生推進交付金により、多くの地域が都市部のコンサルティングファームなどに事業計画

立案等を任せてきた。しかし、営利を前提とした「受託業務」として地域と関わるこれら都市部の事業

者もしくは専門家は、限られた予算と時間の中、特に条件不利地域である島嶼部等とは、物理的な距離

の問題もあるため現場と十分な交流や対話を積み重ねることが容易ではない。活動すればするほど目先

の利益が減少するというジレンマを抱えているため、ともすれば他地域の成功事例を元に焼き直したよ

うな計画立案となることも少なくない。実効性が十分に考慮されていない理想論的な計画が、予定通り

遂行される可能性は小さく、数年後に後任の担当者が火消しをするという事例は枚挙にいとまがない。 

 それに対し、B 氏の専門家活用の特徴は、同氏が「自分では無理とおもったときに、この人たちだ！

と感覚で巻き込んでしまっている」と述べるように、自らの情熱やビジョンを事前に明確に伝え、そこ

に共感した人材の中から、パーパス・ドリブンでともに活動できる仲間として専門家を巻き込んでいく

ところにある。専門家をただの外注先とするか、地域の理論的キー・パーソンとして巻き込み、ともに

成長していくコミュニティを作り上げることができるかどうかは、実践的キー・パーソンの真摯さと人

間力が基盤となる。誤解を恐れず言えば、あくまでも地域の実践的キー・パーソンが主体であり、理論

的キー・パーソンはその触媒に過ぎないのである。ここに、鶴見が内発的発展論の要件について、地域

内に「理論的もしくは少なくとも実践的キー・パーソン」が活動していることとした真意が見てとれる。 

 小田切を座長として総務省で行われた「これからの移住・交流施策のあり方に関する検討会」の報告

書では、「地域外の人材が地域内の内発的エネルギーと結びつくことで、 地域の主体性を引き出し、地

域づくりを継続的な活動にしていくことが期待できる」と提言されている。A・B 両氏が U ターン人材で

あることは、この「地域外と地域内」双方の目線を持つことを意味する。地域外の目線によって彼ら自

身が地域課題に強い危機感を覚え、地域内の目線で住民らと深く共感し、行動を起こすことによって地

域に内発的エネルギーを創出している。「小さき民」の人間群像を代表する実践的キー・パーソンとし
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て、ときに理論的キー・パーソン巻き込みながら、小さい変化ではあるが確実に地域社会へインパクト

を与えているのである。鶴見は晩年、「大切なのは一人一人の内発性と自覚の深まり」であると述べ、

内発的発展論の核となるのは地域の人々の人間的成長であることに言及した。また安藤 6 は、内発的発

展のプロセスを把握する際の視点として「自己成長」に言及し、「当事者意識を持って試行錯誤を繰り

返しながら学習していくプロセスが成長にとっては必要不可欠だと考える」と指摘している（小田切・

橋口、2018、74頁）。本考察で紹介した 2 名の起業家は、ともに地域課題解決実践のプロセスを通じて

得られたフィードバックを真摯に受け止め、試行錯誤を繰り返し、自分自身も成長を続けている。地域

を自分自身のルーツとして持ちつつ、地域外の目線を内在させる U ターン起業者は、内発的発展におけ

る実践的キー・パーソンの有力な担い手となりうる。そして、地域に山積する課題は、実践的キー・パ

ーソンの挑戦と自己成長のきっかけとなり、地域の内発性を発露させるための資源となりうるのである。 

 

5. おわりに 

 社会地理学・地域論を専門とし総務省過疎問題懇談会座長も務めた宮口侗廸は、著書『新・地域を活

かす』（原書房、2007）の中で、地域の持つ資源を発展させるには、当然、地域独自の取り組みになら

ざるを得ないことを指摘している。「中央発の系列化による拡大型発展がはっきり破綻した今こそ、オ

リジナルに地域をつくっていく、内発型の発展しかあり得ないという認識から再出発することが必要に

なる」とした上で、地域の個性は人よって作られた様々な要素によって磨き上げられ、その過程に「人

がかかわる中で人自体も成長し、個性を持続させるようになる」と述べている。鶴見が内発的発展論を

「社会学より教育学」と論じたように、内発的な地域の発展を実践することと、そこに携わる人材が成

長していくことは、同時並行で進展していく両輪なのである。 

 現場で活躍するキー・パーソンやリーダー層は、内発的発展論自体を知らなくとも、感覚的にそれを

体現する高い能力を備えた人材が多い。実際、今回インタビューを行った地域課題解決型 U ターン起業

実践者、および彼らとともに活動する人々は、それぞれの場所で事実上のキー・パーソン（または少な

くともその予備軍）としての役割を果たしているが、「内発的発展」という言葉を顕在的に意識して活

動している者は皆無であった。一個人や一つの活動空間の中で起こった発展と人の成長の両立を、他の

地域や人々に広げるためには、そこでの内発性発露のプロセスを言語化することが必要である。キー・

パーソンの役割を果たすような能力を持った人材であったとしても、自ら主体となって地域貢献を実践

することと、それを他の人々に伝え広げていくことでは勝手が違ってくる。「名選手名監督にあらず」

ではないが、自分自身が感覚的にできてしまっていることを体系立ててわかりやすく他人に伝えるため

には土台となる理論が必要となる。「内発的発展論」の理論としての課題は、未だその役割を果たすに

至っていないところにある。 

 政府は、2018 年に取りまとめた「人づくり革命 基本構想」の中で、その主要政策の屋台骨のひとつ

として「より長いスパンで個々人の人生の再設計が可能となる社会を実現するため、何歳になっても学

び直し、職場復帰、転職が可能となるリカレント教育を抜本的に拡充する」ことを明記している。本考

察では、U ターン起業実践者 2 名について、デプスインタビューや参与観察を通して掘り下げてきたが、

両氏ともに自ら学び直しを行っている。A 氏は地域に戻り、それまで経験したことがない観光ガイドと

いう職務を全うするため、地域の有識者の門戸を叩き、生まれ故郷について学び直した。また、持続可

能な観光地として国際認証を受ける地域のサステイナビリティ・コーディネーターとして、研修での学

びを他の地域住民へも広げる役割を担っている。そして B 氏は、U ターン前に島根大学が開講した履修

証明プログラム「地域・教育コーディネーター育成プログラム」をリカレント教育として受講している。

今回の考察では紹介できなかったが、同地域に理論的キー・パーソンとして関わる多拠点生活実践者及

び移住者の中には、彼らのキャリアを、学ぶことと働くことを繰り返しながら構築しているメンバーも

少なくない。社会人として一定の活躍をした上で、さらに見識を深めるため、また、新たなチャレンジ

を行うために、自ら時間とお金を投資して学び続けるその姿勢は、まさに人生 100 年時代における知識

労働者のキャリアデザインのあり方を体現するものである。 

 「国土のグランドデザイン 2050」において、内発的発展の本質的な道筋が示されたタイミングである
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からこそ、改めてその理論を一般化し、「研究者のみが知る象牙の塔の知識」としてではなく、学術と

地域の架け橋となるパブリックな社会教育学として、広くわかりやすい形で伝えられることが重要では

ないだろうか。多様性を持った人々が交流と実践を通じて成長していくためのリベラル・アーツとして

「内発的発展論」が共有されることは有用であり、それを実現するためにも、多様性のある学びの場が

各地域に創設されることを期待したい。それこそが、従来のいわゆる箱物行政では決して実現されない

「もう１つの発展」を導く道程となり得るのではないだろうか。大切なのは草の根で人々が創り上げる

交流と実践の場としてのコミュニティ自体であり、極論すれば物理的な場所はどこでもよい。既存の公

民館が機能するかもしれないし、昨今増えているシェアオフィスやコワーキングスペースをハブとした

人的ネットワークかもしれない。地域によってはコミュニティカフェや観光客との交流も生まれるよう

なサービス拠点も十分にその素地があろう。場合によってはリアルな場所である必要すらなく、ソーシ

ャルネットワーキングサービス自体が、その役割を担う可能性もある。あくまで、主体としての人々が

集い交わるところが起点であり、そこに理論的な支えとして、また中立的なファシリテーターとして、

地域に根差して設置されている国公立大学はじめ、高等教育機関・研究機関が積極的に関与し、学問を

広く開かれたものとして地域に活かしていくことを提言したい。 

 本考察が、グローバルに散在するローカルな課題解決の一助になれば幸いである。 
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スタートアップ・エコシステムのモデルについての考察 

～ 日本がベンチマークとすべきスタートアップ・エコシステムのモデルの検討に向けて ～ 

 

Discussion of conditions on models of startup ecosystem over the world;  

Models of benchmarks of startup ecosystems for Japan 

 

藤田 正典 
(東京都立産業技術大学院大学 特任教授) 

 

 

1. はじめに 

失われた30年間を経て、日本を再び成長軌道に戻すため、新たな価値を創造するスタートアップとス

タートアップを創出するスタートアップ・エコシステムの重要性が高まっている。一方、現在の日本に

おいてスタートアップ企業を創出するためには多くの課題がある。たとえば、(a)起業の失敗に対する危

惧、(b)起業の知識・能力・経験の不足、(c)起業の成功事例や成功者（ロールモデル）の不足、(d)起業に

対する社会・家族の理解の不足、などは、日本のスタートアップに共通する課題でもあると考えられる

（藤田、2021）。 

これらの日本におけるスタートアップやそのエコシステムの課題に対して、スタートアップ・エコシ

ステムの形成を加速させるため、シリコンバレーなどの海外で先行するスタートアップ・エコシステム

についての研究がなされている。また、内閣府が主導する「世界に伍するスタートアップ・エコシステ

ム拠点形成戦略」などの施策も打ち出しされており、海外のスタートアップ・エコシステムをベンチマ

ークとするなどして、スタートアップ・エコシステムの形成に向けた取り組みが行われている。 

しかし、これらの研究や施策にもかかわらず、日本のスタートアップ・エコシステムの形成が順調に

進んでいるとはいえず、たとえば、以下のようないくつかの疑問が発せられるであろう。 

⚫ 世界の中で、各々のスタートアップ・エコシステムは、どのような特徴を持ち、どのようなタイ

プの分類できるのか。 

⚫ 独自の特徴を有すると考えられる日本は、どのようなタイプのスタートアップ・エコシステムの

形成を目指すべきなのか。 

⚫ 失われた30年間にわたり停滞してきた日本が、どのようにしてスタートアップ・エコシステムを

形成するべきなのか。 

このような疑問を背景として、本稿では、日本におけるスタートアップ・エコシステムの形成を促進

させるにために、さまざまなスタートアップ・エコシステムの事例やスタートアップ・エコシステムの

特徴について整理するとともに、日本がベンチマークとすべきスタートアップ・エコシステムの条件や

課題について考察する。藤田（2021）では、日本のスタートアップ・エコシステムについて、ミクロな

視点でその課題をレビューすることを試みた。本稿では、世界のスタートアップ・エコシステムについ

て、マクロな視点でその特徴をレビューし、日本がベンチマークとすべきスタートアップ・エコシステ

ムの条件や課題を整理し考察する。本稿は、既存研究をレビューし考察したものであり、実証的な研究

の結果を示したものではないが、日本のスタートアップ・エコシステムの発展に向け、今後の研究を進

めるにあたっての端緒となるであろう。 

本稿では、以降、第2節および第3節でスタートアップ・エコシステムに関する事項の定義と日本のス

タートアップ・エコシステムの現状について述べた後に、第4節および第5節で日本および世界のスター

トアップ・エコシステムの既存研究をレビューする。さらに、第6節で、スタートアップ・エコシステム

についての考察の観点を示し、第7節で日本のスタートアップ・エコシステムがベンチマークとすべきモ

デルについて考察する。 
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2. スタートアップとスタートアップ・エコシステム 

本節では、本稿でスタートアップとスタートアップ・エコシステムについて考察するにあたり、関連

する事項の定義について述べる。 

 

(1) スタートアップ 

「スタートアップ」とは、起業家によって実施され、経済的に拡大可能な事業モデルを探索し開発し

検証しようとする企業やプロジェクトである（Robehmed, 2016）。一方、日本のビジネスシーンにおい

て「スタートアップ（またはスタートアップ企業）」という語は、まだ誰も取り組んだことがない新し

いビジネスを一から開始し急成長している事業や企業を指すことが多い。また、スタートアップの特徴

として、ただ目新しいというだけでなく社会に価値をもたらすことを目的とする事業内容であることも

挙げられる（新語時事用語辞典、2021)。 

スタートアップは、特定の個人による起業とは限らない（Ries, 2011）。企業内で新規に事業をスタ

ートすることもありうるし、大学からスタートアップが創出されることもありうる。さらに、事業の承

継にともない、第二創業的にスタートアップが行われることもあろう。このように、スタートアップ企

業は、アントレプレナーにより設立された新たな企業に限らず、既に活動している企業内でイントレプ

レナーによって設立された企業などもある（藤田、2021）。これらは、基本的には営利目的のスタート

アップ企業であるが、それ以外に、非営利のスタートアップ企業も存在するため、スタートアップ企業

を以下のようなタイプに区分できるであろう。 

① 独立型スタートアップ(アントレプレナー型スタートアップ) 

アントレプレナーにより設立されたスタートアップ企業。 

② 大学型スタートアップ(アカデミア型スタートアップ) 

「独立型スタートアップ」の中で、特に大学などの研究成果をもとに設立された企業。 

③ 企業型スタートアップ(イントレプレナー型スタートアップ) 

既存の企業内でイントレプレナーによって設立された企業、またはコーポレートベンチャーキャ

ピタル(CVC)などを通じて既存の企業とコラボレーションするスタートアップ企業。 

④ 事業承継型スタートアップ(リバイバル型スタートアップ) 

「企業型スタートアップ」の中で、中小企業などの事業承継などに伴って、新たに事業に取り組

む企業。 

⑤ 社会型スタートアップ(ソーシャル型スタートアップ) 

事業目的を営利とせず、特定の社会課題（たとえば、教育、介護、など）の解決などを使命とす

るスタートアップ企業。 

 

(2) ユニコーン 

「ユニコーン」とは、10億ドル以上の価値をもつ未上場のスタートアップ企業を指す。2013年にベン

チャーキャピタルのCowboy VC社のAileen Leeが、成功したスタートアップ企業が統計的に希少である

ことを神話上の動物に擬えて名付けたものである（Aileen, 2013）。 

ユニコーンについては既にいくつかの研究がある。Dellermann et al.（2017）は、機械学習を用いて

成功するスタートアップ企業を予測している。Gornall et al.（2020）は、ユニコーンの企業価値の評価

モデルを提案している。また、Fujita et al.（2021）は、ユニコーンとベンチャーキャピタルの資本関係

に基づいた企業投資ネットワークを構築して、ユニコーンの企業価値やベンチャーキャピタルのパフォ

ーマンスについて分析している。 

 

(3) スタートアップ・エコシステム 

エコシステムとは、生物学的システムを意味することが多いが、広義にはさまざまなアクターが存在

する産業や事業システムなどの複雑系システムを意味する。 
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産業や事業におけるエコシステムについては、いくつかの研究がある。たとえば、Mcintyre et al.（2017）

は、ビジネス・エコシステムを、(1)Industrial organization economics、(2)Technology management、

(3)Strategic managementの3つの視点で分類している。また、Tsujimoto et al.（2018）は、ビジネス・

エコシステムを、(1)Industrial ecology、(2)Business ecosystem、(3)Platform management、(4)Multi-

actor networkの4つの階層化した視点で分類している。東京都戦略政策情報推進本部が主導する「スタ

ートアップ・エコシステム東京コンソーシアム」においては、「エコシステム」とは「ベンチャー企業

や大企業、投資家、研究機関など、産学官のさまざまなアクターが集積または連携することで共存・共

栄し、先端産業の育成や経済成長の好循環を生み出すビジネス環境を、自然環境の生態系になぞらえた

ものである」としている（東京都戦略政策情報推進本部、2020a）。 

このように、ビジネスにおけるエコシステムの定義はいくつかあるが、本稿では、上記の「スタート

アップ・エコシステム東京コンソーシアム」によるスタートアップ・エコシステムの定義を用いる。 

 

3. 日本のスタートアップ・エコシステムの現状 

本節では、上場企業、ベンチャーキャピタル投資、ユニコーン、およびスタートアップ・エコシステ

ムについて国際比較をおこないながら、日本のスタートアップ・エコシステムの現状を述べる。 

 

(1) 上場企業の国際比較 

1989年（平成元年）と2018年（平成30年）の世界の企業時価総額ランキングを図表 1に示す。1989

年の世界の企業時価総額ランキング上位50社中で日本企業が32社を占め、上位10社中では日本企業が7

社を占めていたが、2018年では、上位50社中で日本企業は1社のみであり、上位10社には日本企業は入

っていない（ダイヤモンド社、2018）。この間、日本では失われた30年といわれる一方、世界では、米

国のいわゆるGAFAM（Google（アルファベット）、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft）などの

新たに設立された企業群が成長している。 

 

 

(2) ベンチャーキャピタル投資金額の国際比較 

ベンチャーキャピタルの投資金額とファンド組成金額の国際比較を図表 2および図表 3に示す。2018

年の日本国内のベンチャーキャピタルの投資金額は米国の投資金額の1％未満、2019年においても2％未

満となっており、また、2018年の日本のベンチャーキャピタルのファンド組成金額は、米国のファンド

図表 1 世界の企業時価総額ランキング 

出所：週刊ダイヤモンド、2018 年 8 月 25 日号 
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組成金額の4％未満、2019においても6%未満となっており、中国が米国と肩を並べるレベルになってい

ることと対照的である（ベンチャーエンタプライズセンター、2020）。 

 

 

 

 
 

  図表 2 ベンチャーキャピタルの投資金額の国際比較(日本・米国・中国：国内投資)             

出所：ベンチャーエンタプライズセンター、2020 

  図表 3 ベンチャーキャピタルのファンド組成額の国際比較(日本・米国・中国) 

出所：ベンチャーエンタプライズセンター、2020 
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(3) ユニコーンの国際比較 

2020年11月時点の世界のユニコー

ンは501社である。その企業価値の合

計1,596 Bil.米ドルのうち日本企業の

企業価値は5億Bil.米ドルで0.3%に過

ぎず、企業数の合計501社のうち日本

企業の企業数は4社で0.8%を占めるの

みである（Fujita, 2021）。 

さらに、CB Insights社の2022年2月

2日付のユニコーン1000社（企業価値

合計3,307 Bil.米ドル）において、企業

価値がトップ10のユニコーンを図表 

4に示す。企業価値が最大のユニコーン

はBytedanceであり、トップ10のうち

米国のユニコーンが5社（企業価値合計

の19％）を占める。また、国ごとのユニ

コーンの企業価値合計がトップ10の国

を図表 5に示す。企業価値が最大の国

は米国で企業価値合計の53%を占め、

次の中国が17％を占める。一方、日本は

22位であり0.3％にも満たない（CB 

Insight, 2022）。 

 

(4) スタートアップ・エコシステムの

国際比較 

リサーチ会社の Startup Genome,  

Global Entrepreneurship Network

（2021）の Global Startup Ecosystem 

Report の世界のエコシステムランキン

グの推移と 2021 年のランキングを  図

表 6 および図表 7 に示す。世界のスター

トアップ・エコシステムの総合評価ラン

キングでは、1 位はシリコンバレー、2 位

はニューヨークとロンドン、さらに、北

京とボストンが続く。北米が上位を占め

ており、トップ 30 のエコシステムの

50％が北米であり、続いて、アジアが

27％、ヨーロッパが 17％となっている。

トップ 30 のうち、日本は東京のみであ

る。東京は 2020 年の 15 位から 2021 年

は 9 位で順位を上げており、6 つ評価基

準である、Performance、Funding、

Market Reach、Knowledge、Talent の

5 項 目 で は 高 い 評 価 で あ る が 、

Connectedness（人と人のネットワーク

形成）において低い評価である。 

  図表 6 世界のエコシステムのランキングの推移（2017-2022） 

 

  出所：Global Startup Ecosystem Ranking  

図表 5 世界のユニコーンの時価総額ランキング（国別） 

 

No. Country
Valuation

 ($B)

1 United States 1,739

2 China 570

3 United Kingdom 180

4 India 179

5 Germany 72

6 Sweden 61

7 Australia 51

8 France 50

9 Hong Kong 48

10 Israel 48

  出所：CB Insights, 2022 

図表 4 世界のユニコーンの時価総額ランキング（企業別） 

 
No. Company

Valuation

 ($B)
Country Category

1 Bytedance 140 China Artificial intelligence

2 SpaceX 100 United States Other

3 Stripe 95 United States Fintech

4 Klarna 46 Sweden Fintech

5 Epic Games 42 United States Other

6 Canva 40 Australia Internet software & services

7 Checkout.com 40 United Kingdom Fintech

8 Instacart 39 United States Supply chain, logistics, & delivery

9 Databricks 38 United States Data management & analytics

10 Revolut 33 United Kingdom Fintech

  出所：CB Insights, 2022 
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(5) 本稿の目的 

このように、失われた30年間を経て、日本を再び成長軌道に戻すため、新たな価値を創造するスター

トアップとスタートアップを創出するスタートアップ・エコシステムの重要性が高まっている。スター

トアップ・エコシステムの形成を加速させるため、シリコンバレーなどの海外で先行するスタートアッ

プ・エコシステムについての研究がなされ、また、海外のスタートアップ・エコシステムをベンチマー

クとするなどして、スタートアップ・エコシステムの形成に向けた取り組みが行われている。 

しかし、これらの研究や施策にもかかわらず、日本のスタートアップ・エコシステムの形成が順調に

進んでいるとはいえず、たとえば、以下のようないくつかの疑問が発せられるであろう（図表 8を参照）。 

⚫ 世界の中で、各々のスタートアップ・エコシステムは、どのような特徴を持ち、どのようなタイ

プの分類できるのか。 

⚫ 独自の特徴を有すると考えられる日本は、どのようなタイプのスタートアップ・エコシステムの

形成を目指すべきなのか。 

  図表 7 世界のエコシステムのランキング（2021年）               

出所：Global Startup Ecosystem Ranking をもとに著者が作成 

Perform

ance
Funding

Connectedn

ess
Market Reach Knowledge Talent

Silicon Valley United States 1 10 10 10 10 10 10

New York City United States 2 10 10 10 10 5 10

London United Kingdom 2 9 10 10 10 7 9

Beijing China 4 10 9 5 9 10 10

Boston United States 5 9 9 9 9 5 10

Los Angeles United States 6 9 10 3 9 7 9

Tel Aviv Islael 7 8 9 8 10 4 8

Shanghai China 8 10 7 1 9 10 9

Tokyo Japan 9 8 9 1 8 9 9

Seattle United States 10 9 7 7 8 7 8

Washington DC United States 11 7 7 6 8 1 8

Paris France 12 6 8 9 6 1 8

Amsterdam-Delta Netherlands 13 6 6 9 7 1 7

Toronto-Waterloo Canada 14 5 8 7 3 2 6

Chicago United States 14 5 6 6 6 1 7

Seoul South Korea 16 6 5 9 5 10 5

Stockholm Sweden 17 7 6 5 7 3 6

Singapore Singapre 17 4 8 6 6 1 5

Shenzhen China 19 8 5 1 1 9 7

Austin United States 20 4 5 7 5 7 6

San Diego United States 21 5 3 1 7 6 7

Berlin Germany 22 2 7 10 1 1 5

Bangalore-Karnataka India 23 5 8 8 1 8 3

Sydney Australia 24 4 4 8 5 1 4

Hangzhou China 25 8 1 1 1 9 6

Atlanta United States 26 3 2 2 5 1 5

Denver-Boulder United States 27 1 4 5 3 4 4

Philadelphia United States 28 3 3 1 6 1 4

Vancouver Canada 29 6 3 4 1 2 3

Salt Lake-Provo United States 30 7 1 1 7 1 1

Dallas United States 31 2 1 1 4 3 2

Hong Kong China 31 1 2 1 8 1 2

Montreal Canada 31 3 1 1 1 1 2

Munich Germany 31 1 3 7 1 3 1

Sao Paulo Brazil 31 3 4 4 1 1 3

Bern-Geneva Switzerland 36 1 1 5 1 1 1

Delhi India 36 2 6 1 1 1 1

Dublin Ireland 36 1 1 3 1 1 3

Melbourne Australia 36 1 1 4 2 1 2

Research Triangle United States 36 1 1 1 1 1 4

Remark: 31-35 and 36-40 are in alphabetical order

Startup Ecosystem
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⚫ 失われた30年間にわたり停滞してきた日本が、どのようにしてスタートアップ・エコシステムを

形成するべきなのか。 

このような疑問を背景として、本稿では、日本におけるスタートアップ・エコシステムの形成を促進

させるにために、さまざまなスタートアップ・エコシステムの事例やスタートアップ・エコシステムの

特徴について整理するとともに、日本がベンチマークとすべきスタートアップ・エコシステムの条件や

課題について考察する。 

 

 

 

4. 日本のスタートアップ・エコシステム 

本節では、日本のスタートアップ・エコシステムの既存研究をレビューする。1990年代より産業集積

や産業クラスターの施策が図られ、2000年以降は大学発スタートアップ・エコシステムの萌芽も一部で

見られる。また、近年、積極的なスタートアップ・エコシステムの促進施策が図られている。 

 

(1) 研究学園都市・学術研究都市、サイエンスパーク 

① 筑波研究学園都市（茨城県つくば市） 

筑波研究学園都市(つくば市)は、茨城県南部、筑波山南麓に位置し、東京等の国の試験研究機関等

を計画的に移転することにより東京の過密緩和を図るとともに、東京およびその周辺から移転し

た国の試験研究機関と新設した筑波大学を中核として、高水準の研究と教育を行うための拠点を

形成することを目的に、国家プロジェクトとして建設された（つくば市、2022）。1960年代以降

に開発が開始され、1970年5月に筑波研究学園都市建設法が施行することで着実に都市建設と機

関の移転が進んだ（筑波研究学園都市建設法、1970）。2019年時点で、人口が約24万人、筑波研

究学園都市に立地する事業所は、約7800人の博士学位取得就業者を擁している（筑波研究学園都

市交流協議会、2022）。 

筑波研究学園都市の中核の一つである産業技術総合研究所は、2001年4月に通商産業省（現、経

済産業省）の16の旧工業技術院の研究所等を統合して一つの独立行政法人として発足した。大学

等で行われた基礎的研究の成果を民間企業が行う製品化の研究につなぐ「橋渡し」研究を行って

おり、後述のドイツのフラウンホーファーと同様の機能を有しているが、産業技術研究所は、委

託元となる企業が研究開発を自前主義で実施するとともに知的財産所有権を手元で保有する、基

礎研究を行う大学と別組織で運営されており独自に基礎研究もやっている、などの相違点がある

（中村、2014）。 

 

図表 8 日本がベンチマークとすべきスタートアップ・エコシステムのモデル 

各々のスタートアップ・エコシステムには
特徴がある

• 中核都市
• 大学、中核研究機関
• 産業、中核企業
• 集積度
• 多様性
• 社会制度、文化、政治

など

・・・

シンガポール

ボストン
R128

シアトル

ロンドン
イスラエル

台湾

独フラウン
ホーファー

シリコンバレー

日本の
スタートアップ・エコシステム

ベンチマークとなる
スタートアップ・エコシステム

・・・

福岡

けいはんな

鶴岡
つくば

東京

本郷
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② 関西文化学術研究都市（大阪府、京都府、奈良県） 

関西文化学術研究都市（けいはんな学研都市）は、京都、大阪、奈良の3府県にまたがる京阪奈の

丘陵において、1987年6月に公布・施行された関西文化学術研究都市建設促進法に基づき、建設・

整備を進めているサイエンス・シティである。東の筑波研究学園都市とともに国家的プロジェク

トに位置付けられ、総面積は約15,000ha、その中に12の文化学術研究地区 （約3,600ha）を分散

配置している。京都市・大阪市の中心部から30km、奈良市の中心部から10kmの圏内に位置し、

現在、150を超える研究施設、大学施設、文化施設などが立地し、各立地施設における就業者数

（研究者および職員）は概ね1万人となり、文化、学術研究等の分野で顕著な成果をあげている

（関西文化学術研究都市推進機構、2022）。 

③ サイエンスパーク、その他 

サイエンスパークは、産業都市を目指す地域のインフラである。日本においては、1986年5月30

日の「民活法（民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法）」公

布・施行以降、1990年代を中心に技術革新、情報化および国際化の促進が図られ、官民一体によ

るサイエンスパークの関連施設が次々と設立され。その後、民活法は2006年5月29日に廃止され

たが、その後も、産業振興の理念を共にするメンバーで協議活動が続けられている。代表例とし

て、かながわサイエンスパークなどがある。 

世界的な技術・事業競争やイノベーションを追求する企業や大学、研究機関を政策的に誘致、集

積させ、そこからまた新産業の担い手となる研究者や企業を生み出すエコシステムを有しており、

日本以外の代表例として、米国のシリコンバレー、中国の中関村科技園区、台湾の新竹科学工業

園区、フィンランドのテクノポリス、などがある（日本サイエンスパーク協会、2020）。 

 

(2) 大学発スタートアップ・エコシステム 

① 本郷バレー（東京大学） 

日本のソフトウェア分野のスタートアップは渋谷・六本木を中心に集積していたが、近年は、AI

系スタートアップの集積が本郷3丁目周辺にみられ、「本郷バレー」とも呼ばれている。本郷地域

に集積が起こった背景として、①人材確保、取引先や助言者との頻度の高いコミュニケーション

を可能とする地理的環境などの多面的合理性、②東京大学の2004年ごろからの時間をかけたスタ

ートアップ集積への取り組み、③東京大学OB・OGの起業家をはじめとした少数のアントレプレ

ナー・イントレプレナーの貢献、を挙げられる。特に、本郷地域に大学のインキュベーション施

設が設置されてたことにより、技術的アドバイザーとしての大学の研究者や人材資源としての大

学の学生と距離が近く、また大学発ベンチャーキャピタルや大学OB・OGの起業家エンジェル・

メンターとのコミュニケーションの良さが、本郷バレーの形成に貢献したとされる（吉岡他、

2020）。 

② 鶴岡の奇跡（慶應義塾大学先端生命科学研究所） 

鶴岡市は、日本海に面する山形県の人口が約14万人の地方都市で、地域経済が低迷し雇用や所得

が減少していた。2001年に同市に慶應義塾大学が生命科学の先端的研究をミッションとして先端

生命科学研究所（IAB）を設立し、その後、IABの研究成果をもとに複数のバイオベンチャーがス

ピンオフして、上場した企業やいわゆるユニコーン企業を輩出し、「鶴岡の奇跡」とも呼ばれて

いる。その背景には、行政の首長や大学のトップの交代にもかかわらず長期間にわたるエコシス

テム形成に向けたブレない一貫性、IABの冨田所長の自由度の高い研究方針、産官学の連携、な

どを挙げている（大滝他、2014）。また、たとえば、ユニコーンとなったスパイバー社は、国内

外の人材を採用し、グローバル市場を念頭においた経営をしている。 

③ 福岡（九州大学） 

福岡市は、人口が約160万人（2021年）で、横浜、大阪、名古屋、札幌に続き第5位の政令指定都

市である。五十嵐（2018）によれば、福岡市は、大学生数が全国第5位、人口に占める学生数の割

合は全国第3位であり、九州大学を擁する都市であるが、福岡発のイノベーションの実現は途上に
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あるとし、その課題として、①エコシステムのロールモデルの明確化、すなわち、地域の歴史や

特性に合わせたロールモデルの検討、②シリコンバレーやボストンRoute128 のような複数行政

区に跨る地域への対応、③大学の企業的活動の4つの柱（ビジョンを策定し実行するリーダーシッ

プ、知財を含む資産のコントロール、技術移転を行う組織能力、大学教職員や学生の起業家精神）

をどの順番でどのどのように組み合わせて構築してゆくべきか、④地域におけるエコシステムの

形成のイニシアチブを誰がとるか、を挙げている。 

 

(3) 世界に伍するスタートアップ・エコシステム 

内閣府、経済産業省、文部科学省は「Beyond Limits. Unlock Our Potential ～世界に伍するスター

トアップ・エコシステム拠点形成戦略～」を踏まえ、地方自治体（区市町村・都道府県）と大学と民間

組織（ベンチャー支援機関、金融機関、デベロッパー等）を構成員とするコンソーシアム（協議会等）

に対して、「スタートアップ・エコシステム拠点都市形成プラン」を公募した。その結果、スタートアッ

プ・エコシステムの拠点都市として、スタートアップ・エコシステム東京コンソーシアム（東京都、川

崎市、横浜市、和光市、つくば市、茨城県等）、Central Japan Startup Ecosystem Consortium（愛知

県、名古屋市、浜松市等）、大阪・京都・ひょうご神戸コンソーシアム（大阪市、京都市、神戸市等）、

福岡スタートアップ・コンソーシアム（福岡市等）、札幌・北海道スタートアップ・エコシステム推進協

議会（札幌市等）、仙台スタートアップ・エコシステム推進協議会（仙台市等）、広島地域イノベーショ

ン戦略推進会議（広島県等）、北九州市 SDGs スタートアップエコシステムコンソーシアム（北九州市

等）を選定している（内閣府、2022a、2022b、2022c、東京都戦略政策情報推進本部、2020a、2020b）。 

 

5. 世界のスタートアップ・エコシステム 

本節では、世界の代表的なスタートアップ・エコシステムについての既存研究をレビューし、それら

のスタートアップ・エコシステムの特徴について整理する。 

 

(1) 米国（ボストン、シリコンバレー、シアトル、オースティン） 

Saxenian（1994）は、米国の二大ハイテク地域であるボストンRoute128沿線地域とシリコンバレー

地域とを比較し、1970年代に隆盛を誇った両地域が、1980年代に入って両地域ともに危機に陥った後、

ボストンがそのまま下降していったのに対し、シリコンバレー地域が再び発展していった理由について、

綿密に分析している。両地域の違いは、ボストンとサンタクララの二つの地域のもつ固有の文化、風土、

歴史に深く関連していること、それぞれの地域での主要な大学や企業の活動が対照的であったこと（ボ

ストンにおけるMITの軍需産業中心の研究やDEC社閉鎖的事業システム、およびこれと対照的なスタン

フォード大学やヒューレットパッカード社の研究や事業システム）などが重なって、地域全体の興廃に

つながる大きな差異になったことを述べた上で、これを一般化し、開放的地域ネットワーク型産業シス

テムの重要性を指摘している。 

田路他（2015）もシリコンバレーについて論じており、また、米国の二大ハイテク地域以外の地域の

事例として、山懸（2015）と福嶋（2015）がシアトルとオースティンについて論じている。 

① 開放的ネットワーク・モデル（シリコンバレー・モデル） 

Saxenian（1994）によれば、シリコンバレーでは、専門企業が、競争と協力のパターンをさまざ

まに組み換えながら、技術や技能を頻繁に素早く組み換え、互いに相手のニーズに合わせて柔軟

でダイナミックに変化に対応してゆく。また、横の繋がりを重視する緩やかな結びつきの組織に

なっており、ともに学習し、社内の部門間、社外のサプライヤーや顧客、業界団体や大学などと

のコミュニケーションもスムーズである。労働市場もオープンで、実験的な試みや企業活動が促

進される。 

田路他（2015）は、シリコンバレーのインターネットやモバイル関連のWebビジネスを業とする

スタートアップ企業50社を定量分析し、有意な成長要因として、グローバル志向であること、ニ

ッチを狙わないこと、創業者にCTOが存在することを挙げた上で、その特徴として、起業家に移
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民が多いこと（52％）、企業勤務経験後の起業であること(90％)、シリアル起業家が多いこと（56％）

などを示している。 

② 閉鎖的ピラミッド・モデル（ボストンRoute128モデル） 

Saxenian（1994）によれば、ボストンRoute128周辺地域では、個々の独立性の高い企業を頂点

とした閉鎖的で集権的な垂直統合型産業システムで、自己完結型の組織であり、市場が安定し技

術の変化が遅い環境では大きな力を発揮するが、急変する社会へのスムーズな適応は困難である、

としている。また、機密保持と企業への忠誠を重視する組織になっており、サプライヤー、顧客、

競合との関係を形づくっており、情報は縦に流れ、新しい試みや学習が企業の境界から外に出る

ことがない、としている。 

③ 企業スピンオフ・モデル（シアトル・オースティン・モデル） 

山懸（2015）は、米国シアトルのソフトウェア産業エコシステムの形成プロセスと構図について

論じている。シアトルでは、1980年代初頭より100社程度のソフトウェア産業の集積があったが、

その中核となるマイクロソフト社の本社移転により、①同社が100か国以上から優秀な人材を集

め、②同社で技術的・組織的・経営的なトレーニングを十分に受け、③同社の人材面の新陳代謝

方針により人材の輩出やスピンオフ企業が発生し、さらに、④同社でストックオプションを付与

された社員がビジネスエンジェルやベンチャーキャピタリストとなって資金面で貢献すること

となり、ソフトウェア産業エコシステム形成に大きく影響するとしている。また、地域ソフトウ

ェア業界団体や情報技術人材を輩出する大学の存在、さらに、起業家や優秀な人材を引きつける

豊かな都市の自然環境や文化芸術政策の役割、ボストンなどの閉鎖的な東海岸とは異なるオープ

ンな西海岸のコミュニティの影響について論じている。 

福嶋（2015）は、米国テキサス州オースティンを事例として、スピンオフによる起業家の群生メ

カニズムについて、①優れたルーティンや知識・ノウハウを持つ大企業に抱え込まれている人材

が起業に向かう（知識の移転する）ような仕組み（スピンオフの推奨）、②多様な経験と多様な

視点を兼ね備えた企業経験者や支援者の育成、③シリアル・アントレプレナーの経験やスキルを

共有し相互学習する機会の提供が重要であるとしている。さらに、成功した起業家が自分の経験

を独占せずに、共有する寛容さを持っていることが前提になる、としているが、これは、オープ

ン性につながる属性であろう。 

 

(2) イギリス（ケンブリッジ、ロンドン） 

イギリスのスタートアップ・エコシステムについては、ロンドン、オックスフォード、ケンブリッジ

周辺地域は英国の中で、ベンチャーキャピタルの集中と、研究大学の集中が見られ、「ゴールデン・ト

ライアングル」と呼ばれている（Mueller、2012）。ケンブリッジとロンドンの2つのスタートアップ・

エコシステムについては、プロバート（2015）とドーソン（2015）が論じている。 

④ 大学スピンオフ・モデル（ケンブリッジ・モデル） 

プロバート（2015）は、1970年代以降、イギリス東部のケンブリッジに発生したハイテク・クラ

スターについて、技術進歩と起業のエンジンとしてのケンブリッジ大学やベンチャーキャピタル

に加え、技術開発コンサルタント企業（Technology Devotement Companies: TDCs）の影響が

大きいとし、TDCは、顧客企業との契約による研究開発サービスの提供、またはスピンアウトを

通じて新技術や新会社への展開につなげた、と述べている。なお、TDCsは、後述のドイツのフラ

ウンホーファーと同様の事業モデルであるが、公的機関ではなく、私的企業群である点が異なる。 

⑤ オープン・ネットワーク・モデル（ロンドン・モデル） 

ドーソン（2015）は、ロンドンにおける「起業的都市地域」の成功条件について、後述する政府、

大学、産業界が相互作用する「トリプルヘリックス」を参照し、ケンブリッジ大学など近隣の研

究大学含めた国内外の知識基盤の多様性、企業および地域の人材・資金・技術の吸収能力と地理

的な多様性、さらに、これらを繋ぐネットワークと相互学習機会やオープン・イノベーションを

挙げている。また、起業当初から国際的な経営資源とグローバルな市場を意識した「ボーン・グ
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ローバル」と呼ばれる企業群で、多様な人材の獲得と多様な価値観の共有が創造的なイノベーシ

ョン活動に繋がっていることを論じている。さらに、ロンドンの「シリコン・ラウンドアバウト」

と呼ばれる2000年以降で大きな成長を遂げたデジタル・メディア産業とスタートアップ集積地な

どの事例を紹介し、シリコン・ラウンドアバウトがいわゆるシリコンバレー型のモデルに近づき

つつあることを示唆している。 

ロンドンのエコシステムは、その多様性や国際性そして金融機能を基盤とし、ケンブリッジなど

の知識を吸収しながら成長しているエコシステムといえるであろう。 

 

(3) ドイツ（フラウンホーファー） 

イギリスや日本がロンドンや東京

などの一極集中型の国家であるのに

対して、ドイツは連邦制の国家で地

域特性のある多極分散型な国家であ

る。一方、ドイツは、日本と同様に、

雇用の流動性は低く実質的に終身雇

用制に近い雇用制度となっており、

また、中小企業の比率が高い1。 

ドイツには、マックスププランク

研究所、フラウンホーファー研究機

構など、いくつかの政府系研究機関

が存在し、図表 9に示す通り、同国の

イノベーション・エコシステムを構

成している。 

⑥ 公的研究機関スピンオフ・モ

デル（フラウンホーファー・モ

デル） 

フラウンホーファー研究機構

は、ドイツの政府系の研究機

構で、大学が担う基礎研究は

行っておらず、企業からの受

託契約により応用研究を行う機関である。研究所のロケーションは大学構内であることが多く、

研究所長は大学教授を兼ね、学生に研究所内で研究させ、学生は企業からの受託研究を行う中で

博士論文を作成しているケースが多い。また、中小企業からの受託研究が金額で40％、件数で60％

を占めており、基本的には、知的財産の所有権は保持し、契約企業に実施権を限定的に与えてい

る（中村、2014）。 

受託研究の獲得額に応じてインセンティブが提供されるマッチングファンドのルールである「フ

ラウンホーファー・モデル」が適用され、自律的に受託研究を集め、起業家的な取り組みを奨励

する仕組みが組み込まれている。 

 

(4) その他（台湾、イスラエル、中国、インド、日本、フランス、シンガポール） 

Saxenian（2006）では、台湾、イスラエル、インド、などの事例を綿密に分析し、シリコンバレー地

域の技術者の半分以上が海外生まれであり、これらの技術者が本国に還流し、シリコンバレー・モデル

がグローバルに拡散し、出身国でのハイテク地帯形成に貢献したと述べている。また、Saxenian（2006）

 
1 ドイツと日本の雇用流動性（転職経験無しの比率）は、それぞれ 56.4％、54.2％（米国は、27.3％）

であり、また中小企業比率は、それぞれ 99.5％、99.7％となっている（中村、2014)。 

出所：中村(2014) 

 図表 9 ドイツのイノベーション・エコシスエム 
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では、イラクやベトナム、日本やフランスなどについても言及している。その他の代表的な地域を、シ

ンガポールも含め、以下のように分類する。 

⑦ シリコンバレー出先モデル（台湾・イスラエル・モデル） 

Saxenian（2006）によれば、大半の米国留学経験をもつ移住外国人技術者は、1990年代から2000

年代を通じて、母国との間でキャリアやビジネス上の繋がりを持つ一方で、シリコンバレーの技

術や市場との接点を保った。これらの移民技術者集団やベンチャーキャピタリストが最新技術や

起業家精神を母国に持ち込むとともに、母国で、文化的・言語的な障害を乗り越えて、人脈をつ

くり、会社を設立し、複雑な取引関係や協力関係を構築した。この時、シリコンバレーとこれら

シリコンバレー以外の海外地域とは分散的で双方向の補完関係にあり、シリコンバレーはこれら

のネットワークの要となっている。 

なお、イラン人やベトナム人は、シリコンバレーで人口集積をもつ移民グループの中であるが、

その大半が移民であり、母国に帰ろうとしないため、これらの移民と母国とのビジネス上の接点

が確立されていない。 

⑧ シリコンバレー分離モデル（中国・インド・モデル） 

政治的状況が複雑な中国やインドにおいては、台湾やイスラエルに比較して、シリコンバレー出

先モデルは容易には形成されにくい。特に中国は、シリコンバレーから帰国後にシリコンバレー

ととの接点を十分に保つことは困難となっており、台湾やイスラエルのモデルと区分される

（Saxenian, 2006）。 

なお、その後の中国やインドのスタートアップビジネスの躍進は目覚ましいものがある。CB 

Insightによれば、時価総額が10億ドル以上のユニコーンは、米国が突出し、中国が第2位、イン

ドも上位に位置する（Fujita, 2021）。 

⑨ 特区都市モデル（シンガポール・モデル） 

ASEANのハブとして知られるシンガポールでは、政府の積極的なイノベーション政策によりス

タートアップ・エコシステムが形成されている。シンガポール経済開発庁によると、その特徴は、

グローバル市場を見据え、多くのグローバル企業が成長著しいASEAN地域の統括機能を設置し、

世界とつながるコネクションを保有していること、起業家、大学、企業が連携して地域内外に向

けた新製品やアイデアの開発と行うことができる制度を政府が採用していること、などとしてい

る（Singapore Economic Development Board, 2022)）。 

⑩ 独自モデル（日本・フランス・モデル） 

多くの先進国では、才能ある若者にとって魅力ある機会が、既存の企業や役所から十分に提供さ

れているため、米国に留学しようという人材が比較的少ないし、いても卒業後すぐに帰国して一

流企業や役所に就職し、シリコンバレーとは疎遠になる。さらに、大企業、銀行、国が帰国組の

企業かなどのアウトサイダーのチャンスの芽を摘みがちである（Saxenian, 2006）。 

 

6. スタートアップ・エコシステムについての考察の観点 

第4節および第5節で述べたように、スタートアップ・エコシステムは、一つのモデルで示されるもの

ではなく、その形成の経緯やコアとなるものなどによって、さまざまなモデルが存在する。本節では、

本稿のテーマであり、第7節で考察する「日本がベンチマークとすべきスタートアップ・エコシステムの

モデル」を念頭に、以下の3つの異なる観点で、モデルを分類する。 

(1) エコシステムを構成する主要な社会機構である大学、産業界、政府の役割の観点 

(2) (1)を取り巻く社会制度（特に雇用流動性）の観点 

(3) (2)の社会機構や社会制度の中で形成されたそれぞれのエコシステムの間の関係（特に最大のスタ

ートアップ・エコシステムであるシリコンバレーとの関係）の観点 

 

(1) 産官学の役割の観点（トリプルへリックス） 

Etzkowitz（2008）は、大学、産業界、政府の 3 つアクターが構成する社会機構（Institution）につ
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いて、3 つのモデルに分け、図表 10 に示す(a)国家主権モデルや(b)自由放任モデルから(c)トリプルヘリ

ックスモデルへと移行すると述べている。 

① 国家主権（Statist）モデル 

政府が社会機構内で支配的な位置にある一方、産業界と大学は政府に対して従属的な立場にある。

旧ロシア連邦やフランスなどのモデルである。国家主権モデルでは、プロジェクトの推進や新規

事業の遂行のため諸資源の提供にあたり、政府は指導的な役割を果たすことが期待される。善き

リーダーシップと、明確な目的、そして要となる諸資源が得られるならば、素晴らしい成果をも

たらす可能性がある。一方、大学の基本的な役割は人材の訓練機関であり、研究は行うが、起業

についての主要な役割を果たすことは期待されていない。 

② 自由放任(laissez-faire)モデル 

政府、産業界、大学がそれぞれ独立した状態のモデル。米国などの理念モデルであるが、米国の

実情は、各機構は密接な関係にある。自由放任モデルでは、政府の役割はいわゆる「市場の失敗」

に該当する事案に限定される。ただし、軍事領域は特別扱いで、政府と産業界および大学の間に

は相互に密接な関係がある。また、政府による研究助成プログラムの延長線上には、企業のため

のベンチャーキャピタルと同等の仕組みがある。 

③ トリプルヘリックスモデル（Triple Helix：三重螺旋構造）モデル 

Etzkowitz（2008）は、政府、大学、産業界が相互作用する社会機構をトリプルヘリックスモデ

ルと呼び、国家主権モデルや自由放任モデルからトリプルヘリックスモデルへと移行すると述べ

ている。トリプルヘリックスモデルでは、アクター（政府・大学・産業界）の間での、人材の循

環（移動、二重生活（兼業）、往来）、情報の循環、成果の循環が発生するとしている。 

 

 

 

内閣府が策定した「第6期科学技術イノベーション基本計画によれば、「価値共創型の新たな産業を創

出する基盤となるイノベーション・エコシステムの形成」に向けて「SBIR制度やアントレ教育の推進、

スタートアップ拠点都市形成、産学官共創システムの強化」などの施策が打ち出されており、日本政府

の施策のモデルは、トリプルヘリックスモデルに近いと考えられる。 

 

(2) 社会制度の観点 

一方、日本では、トリプルヘリックスモデルにより、産官学でスタートアップ・エコシステムの形成

に取り組んでいるにもかかわらず、日本のスタートアップ・エコシステムが、海外に比較して見劣りす

るのはなぜであろうか。 

図表 10  大学、産業界、政府が構成する社会機構（Institution）のモデル 

政府

大学 産業界

大学 産業界

政府

産業界

政府

大学

出所：Etzkowitz(2008)を参考に著者作成 

 (a) 国家主権モデル              (b) 自由放任モデル      (c) トリプルヘリックスモデル 
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起業活動が国家経済に及ぼす影響について各国のデータを用いて実証研究を行っているグローバル・

アントレプレナーシップ・モニター（GEM）は、主要国を、①企業への就職機会が少ないため起業する

傾向が強い国（要素主導型経済）、②企業による雇用機会が増え起業活動低下する傾向の強い国（効率

主導型経済）、③生計のためよりも事業機会を活かすため起業する傾向が強い国（イノベーション主導

型経済）の三つに区分し、GEM が定義した各国の起業活動の活発さを表す指標である「総合起業活動

指数」を調査している。2013 年の GEM の調査（要素主導型経済：13 か国、効率主導型経済：31 か国、

イノベーション主導型経済：26 か国）の結果、日本はイノベーション主導型経済に属するが、日本の起

業活動は極めて低く、日本の「総合起業活動指数」は、全ての対象国の中で、ワースト 2 であった（ベ

ンチャーエンタプライズセンター、2014）。 

藤田（2021）は、日本のスタートアップの課題として、以下の(a)～(d)の課題が、原因と結果として、

図表 11 のようなループする因果の関係となっており、起業が促進される起業促進スパイラルになる場

合と、その逆の起業衰退スパイラルになる場合があるとし、1990 年代にはじまった失われた 30 年の要

因の一つは、起業促進スパイラルにうまく乗っていないことであるとしている。 

(a) 起業の失敗に対する危惧 

(b) 起業の知識・能力・経験の不足 

(c) 起業の成功事例や成功者(ロールモデル)の不足 

(d) 起業に対する社会・家族の理解の不足 

 

 

 

5.(4)⑩で述べた通り、日本は、他国と比較し、優秀な人材が既存企業に就職する傾向が強いとされて

おり、起業を志すアントレプレナーの数を増やすことが必要であるものの、『起業を志すアントレプレ

ナーが少ないためスタートアップ・エコシスとして起業の知識や経験が蓄積されず、よって知識と経験

が豊富なベンチャーキャピタルなどの起業支援機能が十分でないため起業が成功に結び付かず、よって

起業の成功実績が不足しているため起業リスクが高く起業を志すアントレプレナーが少ない』という負

のスパイラル状態に陥っている可能性がある。このような閉塞した社会の状況から抜け出し、起業促進

スパイラルを加速させるためには、どのような対応策があるであろうか。 

そこで、スタートアップ・エコシステムの形成を進めるにあたって、大学、産業界、政府の役割の観

図表 11 日本の起業促進スパイラルと起業減衰スパイラル 

出所：藤田（2021） 

起業家の輩出

起業リスク回避

知識・経験
の蓄積

知識・経験
の不足

事業の成功

事業の失敗

起業への理解・尊敬
資金獲得 起業への無理解

資金不足

【教育】
⚫ 技術
⚫ 事業モデル構想力
⚫ マーケティング力

【経営支援】

⚫ 経営力 （生産・販
売・R&D・企業提携）

【政策】

⚫ セイフティネットの
整備

【社会啓発】
⚫ 成功事例の発信
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点に加えて、社会制度の観点を導入し、このような負のスパイラルの背景にある日本の社会制度の特徴

を他の制度と比較する。ここで、制度とは、憲法・法令・規制などの政治制度、契約・会社などの経済

制度、などのフォーマルな制度だけでなく、社会規範、慣習、道徳などのインフォーマルな制度も含む。 

Saxenian（1994)は、企業は外部から孤立しているものではなく、社会的・制度的枠組みの中に組み

込まれており、これを産業システムという概念で捉え、次の三つの側面があり、また、これらの三つの

側面は互いに切り離せない構成要素であることを述べている。 

(a) 地域の組織や文化（大学、業界団体、地方自治体、趣味や専門職の非公式グループなど） 

(b) 産業構造（社会的分業がどの程度垂直統合されているか） 

(c) 企業の内部構造（縦または横のどの程度調整がされるか、権力が集中または分散しているか） 

また、山内（2021）は、日本のスタートアップが低調だった日本に特徴的な要因の一つとして、以下

のような日本的経営システムにおける諸制度間の補完性を挙げている。 

(a) 長期雇用制度  

(b) 垂直的取引構造（下請） 

(c) メインバンク制度 

さらに、このような制度の分析については、スタンフォード大学の青木昌彦教授、アブナー・グライ

フ教授、ポール・ミルグロム教授、ジョン・ロバーツ教授ら2 が中心になって、比較制度分析（Comparative 

Institutional Analysis、CIA）の手法が研究、開発されている。比較制度分析とは、同じ社会や経済の

体制（たとえば、資本主義体制）であっても、どのような制度がその中で成立しているかによって、さ

まざまな体制があり得るという現実を認め、そうしたさまざま体制が生成する過程を、ゲーム理論など

を用いて、制度とその変化や均衡状態を分析する手法である。Aoki（2001）は、進化する多様な制度を

いくつかのモデルで示している。その代表的なモデルを図表 12 に示す。ここで、図表 12 において、A

モデルは、1990 年代初期のインターネットの普及により制度が変革する（以降、「ICT 革命」と呼ぶ）

前の米国の典型的な制度のモデルである。また、D モデルは、ICT 革命前のドイツの典型的な制度のモ

デルであり、J モデルは、ICT 革命前の日本の典型的な制度のモデルである。さらに、SV モデルは、

ICT 革命後の一般的な制度で、シリコンバレーの制度がこれにあたる。 

 

図表 12 比較制度分析による制度モデルの事例 

 

出所：Aoki(2001)を参考に著者作成 

 
2 これらの研究者のうち、ポール・ミルグロム教授は、ゲーム理論の応用分野の一つであるオークシ

ョン理論の改善と新しいオークション形式の発明で、2020 年のノーベル経済学賞を受賞している。 
3 コーポラティズムとは、国家や社会などの集団の有機体的な関連性と相互の協調を重視する、政

治・経済分野における共同体の概念の 1 つで、経済政策を設定するための経営・労働・国家の利益集

団の間の調整などを含む概念である。 

モデル 
組織アーキテクチャ

ーにおける慣習 

コーポレート 

ガバナンス 
金融制度 労働・雇用制度 

A 機能的ヒエラルキー 
経営者コントロール

型 
証券市場 

雇用官僚制、職務型

組合 

D 参加型ヒエラルキー 
投資家と労働者によ

る共同決定型 
コミットした株主 

社会契約的コーポラ

ティズム3 

J 水平的ヒエラルキー 

経営者・労働者と投

資家による状態依存

型 

メインバンク 

企業内の人事管理

（終身雇用）、企業内

組合 

SV 多様なカプセル化 

ベンチャーキャピタ

ル型（トーナメント

式） 

ベンチャーキャピタ

ルによる段階的ファ

イナンス、IPO市場 

スタートアップ企業

の短いライフサイク

ル・高いモビリティ 
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本稿では、前述の『起業を志すアントレプレナーが少ないためスタートアップ・エコシスとして起業

の知識や経験が蓄積されず、よって知識と経験が豊富なベンチャーキャピタルなどの起業支援機能が十

分でないため起業が成功に結び付かず、よって起業の成功実績が不足しているため起業リスクが高く起

業を志すアントレプレナーが少ない』という負のスパイラルによる日本の閉塞的状態を念頭に、Aoki

（2001）を参考に、個人や組織の流動性、すなわち、個人の職業流動性と組織の組み換え流動性の観点

にフォーカスし、図表 13 のような 3 つの制度のモデルを示す。 

① 階層縦社会型モデル 

終身雇用、企業内組合、閉鎖的・固定的な組織で、個人は、企業組織内で移動する。 

ICT革命以前の米国の典型的なモデル。日本の典型的なモデル。 

② 階層横社会型モデル 

資格証明、職業的組合、閉鎖的・固定的な組織で、個人は、業界組織内で移動する。 

ICT革命前のドイツなどの伝統的なモデル。 

③ ネットワーク型モデル 

社内外ネットワーク、開放的で出入が柔軟な組織で、個人は、社内外ネットワークで移動する。 

一般的なシリコンバレー・モデル。 

 

 

図表 13 個人の職業流動性と組織の組換流動性 

階層横社会モデル （資格証明・職業的組合、閉鎖的）

階層縦社会型モデル （終身雇用・企業内組合、閉鎖的）

ネットワーク型モデル （社内外ネットワーク、開放的）
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(3) エコシステムの間の関係の観点 

世界のスタートアップ・エコシステムは、それぞれ固有の特徴を持つが、これらのエコシステムは独

立して形成されているのではなく、お互いに（特にシリコンバレーと）関係を持ちつつ、形成されてい

る。以下、シリコンバレーとの関係性に焦点を当てつつ、図表 14 のようないくつかのモデルを示す。 

① シリコンバレー・モデル（シリコンバレー） 

スタートアップ・エコシステムを成功させてきたシリコンバレーのモデル。 

② シリコンバレー出先モデル（台湾、イスラエル、など） 

シリコンバレーをエコシステムの中心にして、求心力を働かせつつ、ローカルの人的資源を活用

してエコシステムを構築するモデルである。移民・留学生によりシリコンガレーと繋がりを持ち、

技術やノウハウのローカライズ（ローカルへの移転）を図る。 

③ シリコンバレー分離モデル（中国、など） 

シリコンバレーから技術の移転を行うが、シリコンバレーから独立して、独自のエコシステムの

求心力をローカルに構築しようとするモデル。移民・留学生により技術やノウハウをローカライ

ズするが、最終的には、シリコンバレーとデカップリングし、独自にエコシステムを構築する。 

④ ミニ・シリコンバレーモデル（英国／ロンドン、など） 

シリコンバレーとは別に、シリコンバレーと同様のエコシステムを構築しようとするモデル。多

様性に富んだ人材、豊富な資金、有力な大学などの技術基盤など、エコシステムの環境が既に整

っている場合のモデルである。 

⑤ 独自モデル（ドイツ、など） 

スタートアップ・エコシステム形成の目的はイノベーションの推進であり、この目的を達成する

ため、シリコンバレーとは別な独自のエコシステムを構築しようとするモデル。 

⑥ 特区都市モデル（シンガポール、など） 

特定地域に、多様性に富む優秀な人材を集中させ、エコシステムの形成を推し進めるモデル。そ

のような人材が長期に滞在・移住する魅力ある地域であることが必要である。 

 

図表 14 スタートアップ・エコシステムのグローバルな観点からのタイプ 

分離
モデル

出先
モデル

ミニ
モデル

独自
モデル

特区都市
モデル

中国

インド

英国

台湾

日本 ドイツ

イスラエル

シリコンバレー

シンガ
ポール
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7. 日本がベンチマークとすべきスタートアップ・エコシステムのモデルの考察 

本節では、第5節で示されたスタートアップ・エコシステムのモデルを参照しつつ、第6節で述べた考

察の観点を踏まえて、本稿のテーマである「日本がベンチマークとすべきスタートアップ・エコシステ

ムのモデル」について考察する。 

 

(1) 主要なスタートアップ・エコシステムの事例の共通の特徴 

これまでレビューしたスタートアップ・エコシステムの事例の特徴として、以下が挙げられる。まず、

前述の通り、シリコンバレーのエコシステムの特徴として、Saxenian（1994）は、(a)専門企業が、競争

と協力のパターンをさまざまに組み換えながら、技術や技能を頻繁に素早く組み換え、互いに相手のニ

ーズに合わせて柔軟でダイナミックに変化に対応していること、(b)横の繋がりを重視する緩やかな結び

つきの組織で、ともに学習し、社内の部門間、社外のサプライヤーや顧客、業界団体や大学などとのコ

ミュニケーションもスムーズであること、(c)労働市場もオープンで、実験的な試みや企業活動が促進さ

れること、を挙げている。 

また、田路他（2015）は、シリコンバレーの特徴として、(a)起業家に移民が多いこと、(b)企業勤務経

験後の起業であること、(c)シリアル起業家が多いこと、を挙げている。さらに田路（2015）は、米国と

英国の 5 つのイノベーション・エコシステムの特徴を総括し、共通する特徴として、(a)連続的に起業を

行うシリアル・アントレプレナーが存在すること、(b)人材の育成と排出および事業のスピンオフと買い

戻しを行う大企業が存在すること、(c)才能のある人材の惹きつける知的で創造的な街であること、を挙

げている。そして、イノベーションのエコシステムの共通する成功の要因として、(a)多様性、および(b)

オープン・ネットワークを挙げている。 

 

(2) イノベーションの発生と促進についての特徴 

経済学者である Schumpeter は、イノベーションの発生に関して、(1)新しい財貨の生産、(2)新しい生

産方法の導入、(3)新しい販路の開拓、(4)原料あるいは半製品の新しい供給源の獲得、(5)新しい組織の実

現、という 5 つのタイプを定義し、イノベーションによって経済が発展するには新結合（Neue 

Kombination＝New Combination）、すなわち、「これまで組み合わせたことのない要素を組み合わせる

こと」によって新たな価値を創造することが必要であるとした（Schumpeter, 1926）。同じものの組み

合わせただけでは新たな価値は創造できず、「多様性」が必要である。また、多様な要素があっても、組

み合わされなければ価値は創造できず、多くの組み合わせの機会を提供する「オープン・ネットワーク」

が必要であり、これによって「オープン・イノベーション」（Chesbrough, 2003）が実現する。 

さらに、Christensen（1997）によれば、イノベーションには、二つのタイプがある。一つは持続的

イノベーションであり、もう一つは破壊的イノベーションである。これらの二つのタイプのイノベーシ

ョンはどちらも生物の進化の過程に例えることができる。前者は漸進的であり、世代ごとに起こる小さ

な変化を積み重ねる自然淘汰に相当する。一方、後者は融合的であり、異なる個体の遺伝子を融合する

有性生殖に相当し、異なるアイデアの交配により計り知れないイノベーションが起こる（Syde, 2019）。 

イノベーションの促進のプロセスについて、Fujita et al.（2021）は、ユニコーンとベンチャーキャピ

タルの投資関係に基づいた企業投資ネットワークを構築してユニコーンとベンチャーキャピタルの関係

を分析し、(a)複数のユニコーンがベンチャーキャピタルを介して、また、複数のベンチャーキャピタル

がユニコーンを介して一つの巨大な連鎖したクラスターを形成していること、(b)ユニコーンの企業価値

やベンチャーキャピタルのパフォーマンスは、ユニコーンとベンチャーキャピタルとで構成されるスタ

ートアップ・エコシスエムの中でより多くの関係性を持つことと有意に相関があることを示している。

一般にベンチャーキャピタルはスタートアップ企業に対して単に資金を提供するだけでなく、取締役の

派遣などを通して起業における経営アドバイスをするなど、起業の知識も提供している。一方で、ベン

チャーキャピタルも成功したスタートアップ企業を通じて起業の成功経験を得ていると考えられる。さ

らに、上記の巨大なクラスターの存在は、スタートアップ・エコシステムが「べき乗則4」に従い、大き

 
4 ある変数（y）が、別の変数（𝑥）のべき乗に比例する（y=𝑎𝑥𝑘）という関係。全体を構成するうちの
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なエコシステムほど影響力をもっていることを示唆している。また、上記のように、スタートアップ・

エコシステム内での起業活動の成功と、スタートアップ企業やベンチャーキャピタルが多数の関係を構

築することとが有意に相関していることは、企業活動の成功が「経験効果5」に従い、起業の知識の蓄積

が重要であることを示唆している。 

以上のようなイノベーションにおける「多様性」「オープン・ネットワーク」やスタートアップ・エコ

シスにおける「べき乗測」や「経験効果」の概念は、上記の主要なスタートアップ・エコシステムの事

例の共通の特徴と整合的であり、以下のように纏められるであろう。 

① 多様性 

これまで組み合わせたことのない要素を組み合わせてイノベーションを実現するためには、多

様性が必要である。多様性には、移民がもたらすさまざまな文化、グローバル化、産官学連携、

など、さまざまな形態がある。逆に、単一民族、ローカル化、組み換えのない組織、などは多

様性が欠如することになるであろう。 

② オープン・ネットワーク 

イノベーションの実現のためには、多様な要素が交わって、組み合わせる必要があり、そのた

めには、組織の内外や上下に柔軟でオープンなネットワークが必要である。雇用の流動性が高

い社会は、組織間の人の移動などを通じて知識などが交わり、互いにコミュニケーションし、

学習することになる。一方、階層的、閉鎖的、固定的な組織や、終身雇用制度のある社会など

はその反対の特徴を持つといえよう。 

③ べき乗則 

スタートアップ・エコシステムの中では、べき乗則が成立する。一部の有望なスタートアップ

企業に多くのベンチャーキャピタルが群がろうとし、また一部の有力なベンチャーキャピタル

に多くのスタートアップ企業が支援を求めようとするため、規模が大きい主要プレイヤーが有

利となる。同様に、スタートアップ・エコシステムそのものも、シリコンバレーにように大き

い方が有利となる。また、ゼロからスタートアップを立ち上げるより、大企業や大学からスピ

ンオフするほうが有利な場合もあろう。一方、主要プレイヤーでないプレイヤーは、スタート

アップ・エコシステムの中で、ロングテール部分を構成することになる傾向が強いであろう。 

④ 経験効果 

スタートアップ・エコシステムの中では、経験効果が有効である。豊富な知識や経験をもった

シリアル・アントレプレナーは新たなスタートアップ企業の成功要因となっている。また、知

識と経験が豊かなベンチャーキャピタルを通じスタートアップ企業にその知識や経験が伝え

られ、一方で、成功したスタートアップ企業を通じベンチャーキャピタルは起業の成功経験を

得ている。したがって、スタートアップ企業やベンチャーキャピタルなどから構成されるスタ

ートアップ・エコシステムは、知識や経験が内部蓄積されて自己増幅し、さらなる発展に繋が

るが、それには時間が必要である。一方、後発のエコシステムは、後発ゆえに不利であろう。 

 

(3) 日本のスタートアップ・エコシステムの課題 

これまでレビューしてきたようなスタートアップ・エコシステムやイノベーションの特徴を踏まえ、

日本のスタートアップ・エコシステムの課題について考察する。 

① 多様性 

日本のスタートアップ・エコシステムの最初の課題は、多様性の不足である。移民が多く多様性

に富むシリコンバレーなどと異なり、日本では日本人という単一の民族が人口の大多数を占めて

 

一部の要素が全体の数値の大部分を生み出しているとする「80:20 の法則」。全体の数値の残りの一部

は多くの要素が占めるており「ロングテール」と呼ばれる。 
5 経験曲線効果。経験と効率との間の関係を示す経験則で、単に経験効果とも呼ばれる。一般に個人や

組織が特定の課題について経験を蓄積するにつれて、より効率的にその課題をこなせるようになること

を指す。 
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いる。また、海外の多様性に富む地域においても、他国と比較し日本人の存在感は低い。たとえ

ば、シリコンバレーエリアにおける移民の比率を図表 15に示す。中国、インド、台湾、韓国など

のアジアの国々と比較しても、日本の存在感は、極めて低い。 

現状、日本の中で、外国人の構成を短期間で変え、多様性に富んださまざまな人材（インターパ

ーソナル・ダイバーシティ）によって価値創造を図ることは難しいかもしれない。 

したがって、海外留学・就業などのさまざまな体験を通じて、個々の人材が認知的な多様性（イ

ントラパーソナル・ダイバーシティ）を高めることにより価値創造を図ることも、日本にとって

は有効かもしれない。 

 

 

 

② 雇用流動性 

第2の課題は、日本の制度、特に雇用の流動性である。優秀な学生が就職を望む伝統的な日本の企

業の雇用形態は、これまで図表 16に示す通り、新規学卒採用と定年までの終身雇用が一般的で

ある。高度成長期におけるキャッチアップ型事業モデルに最適化された新規学卒採用と終身雇用

などの雇用構造の成功体験により、この低い雇用流動性が現在においても維持されており、人材

が所属する企業を乗り換えて（転職して）新たな学習や価値の創造を行うことは困難である。 

Saxenianは、自分の講演に出席した日本人について、「日本の人々は、シリコンバレー・モデル

の開放性とダイナミズムを称賛したが、自国経済の特徴については、（閉鎖型の）ボストン

Route128モデルの方が似ていると感じていた」としている（Saxenian, 2006）。 

福嶋（2015）は、オースティンのモデル（5.(1)③を参照）を日本にそのまま応用するのは無理が

あるとし、その理由として、日本にはシリアルアントレプラナーが圧倒的に少なく、日本の経営

者は一度会社を作るとその会社から離れるたり他の業種に転職することは多くないことから、日

本の起業家が豊富な起業経験、多様で広い視野・知識を得ることは難しいことを挙げている。 

Christensen（1997）は、イノベーションのジレンマで、優良な企業は、既存の顧客の意見に耳

を傾け、最も顧客が望む技術に投資配分したゆえに、市場のリーダーの地位を失う、としている。

イノベーションジレンマは、プロダクトやサービスに対してだけでなく、社会制度に対しても当

てはまるであろう。優良な社会は、既存の産業界の意見に耳を傾け、最も産業界が望む制度を採

用するがゆえに、国際社会のリーダーの地位を失うのかもしれない。日本は、持続的イノベーシ

ョンで成功してきており、持続的イノベーションに適した社会制度となっている。一方で、現在

の日本が世界のなかで復活するには、シリコンバレーのモデルが生み出す破壊的イノベーション

が必要となっており、破壊的イノベーションに適した社会制度を持つ必要があるであろう。 

しかし、現在の大企業を中心とした終身雇用体制による社会制度を変革することは容易ではなく、

社会制度が変革するには時間が必要である。青木他（2014）は、制度変化が多くの人に納得がい

出所：Saxenian (2006)を参考に著者作成 
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くように現れるのには一世代かかり、現在の日本の状況は「失われた 30 年」ではなく「移り行く

30 年」であると述べている。 

したがって、社会の制度、風土・文化を短期間で変えることは難しいと考えられる。「社会制度」

に合ったスタートアップのエコシステムの構築についても検討すべきかもしれない。 

 

 

③ 後発性 

第3の課題は、日本がすでに世界の中でスタートアップ・エコシステムの形成に後れを取っている

ことである。スタートアップ・エコシステムは、べき乗測に則り、大規模なエコシステムほど求

心力がある。図表 17は、図表 5の国ごとのユニコーンの企業価値の合計のデータをグラフで示

したものである。図表 17からも、スタートアップ・エコシステムの規模はべき乗則に則っている

ことが分かる。べき乗則の特性から、米国など大規模なエコシステムがますます大きくなり、や

がて寡占化することが示唆される。世界での順位が22位の日本が、最大手の米国など先行してい

る国のスタートアップ・エコシステムにキャッチアップするのは容易ではないと考えられる。 

したがって、大規模なスタートアップ・エコシステムとの連携（出先モデル）など、後発性を考

慮した施策が必要かもしれない。 

 

 

図表 16 日本と欧米の採用慣行の比較 

出所：小熊英二（2019）、田中博秀（1980）を参考に著者作成 
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(4) 日本がベンチマークとすべきエコシステムのモデルと条件 

前述のスタートアップ・エコシステムやイノベーションの特徴と、日本のスタートアップ・エコシス

テムの課題を踏まえて、日本がベンチマークとすべきスタートアップ・エコシステムのモデルと条件に

ついて考察する。 

① オープン・ネットワーク・モデル（シリコンバレー・モデル、ロンドン・モデル） 

このモデルのエコシステムを日本で実現できれば理想的である。 

しかし、多様性と雇用流動性が低く、シリコンバレーをはじめ他国のスタートアップ・エコシ

ステムに大きく出遅れている日本のエコシステムが、先行するシリコンバレー・モデルやロン

ドン・モデルをそのままベンチマークとして見倣うことは現実的にはかなり困難であろう。 

② 企業スピンオフ・モデル（シアトル・モデル、オースティン・モデル） 

スタートアップ・エコシステムが注目を浴びるようになったのは、従来型の大企業中心の産業

構造によるイノベーション創出に限界が見えたからである。一方、米国では、シアトルのマイ

クロソフトやオースティンのチボリシステムズ（後にIBMが買収）からのスピンオフおよびス

ピンオフの連鎖（連続起業家による知識・ノウハウの伝承）によりスタートアップ・エコシス

テムが形成されている。 

日本においても、同様に、トヨタや日立からのスピンオフによるエコシステムの形成が理論上

考えられる。山懸（2015）は、大企業の知識・ノウハウを移転してゆく企業城下町的なモデル

の重要性を述べている。しかし、日本の伝統的大企業は閉鎖的な階層縦社会モデルであり、エ

コシステムの形成においては多様性とオープン・ネットワークが必要である。現実的にはこの

点の克服が必要と考えられる。 

③ 公的研究機関スピンオフ・モデル（ドイツ・モデル） 

日本には、筑波研究学園都市やけいはんな学研都市が存在し、公的研究機関スピンオフ・モデ

ルを推進しやすい環境があるかもしれない。また、ドイツと日本は、社会制度の観点で近い特

徴を持っていると考えられ、さらに、ドイツが推進する公的機関スピンオフ・モデルは筑波研

究学園都市やけいはんな学研都市のモデルに近いと考えられる。 

これらのモデルが、スタートアップ・エコシステムのモデルとして有効なモデルかどうかは議

論の余地が残る。実際、筑波研究学園都市は数十年の歴史を持つが、シリコンバレーのように

成果をあげるスタートアップ・エコシステムに成長しているとはいえない。また、例えば、ド

イツのフラウンホーファー研究機構と日本の産業技術総合研究所を比較した場合、委託元企業

との提携時の関係性や知的財産所有権の取り扱い、基礎研究を行う大学との研究活動の役割分

担などにおいて相違点がある。しかし、日本のスタートアップ・エコシステムのベンチマーク・

モデルの一つとして、今後さらなる検討に値するであろう。 

④ シリコンバレー出先モデル（台湾・イスラエル・モデル） 

シリコンバレーと連動し、シリコンバレーの出先、またはシリコンバレーの仕組みのローカラ

イズを図りながら国内のリソースを活用するモデルである。 

Saxenian（2006）は、「第二のシリコンばれを作ろうとするより、シリコンバレーと協力しあ

う方が効率が良い。米国のハイテク大企業と真っ向勝負するよりも、補完役を担った方が賢い」

と述べている。日本にとっても、より現実的なスタートアップ・エコシステムのベンチマーク・

モデルかもしれない。一方、米国との関係を構築するため、米国への留学生を増やすなどの対

策が必要であろう。 

⑤ 特区モデル（シンガポール・モデル） 

政府が産官学連携のイニチアチブをとり、特定地域に、海外から革新的な企業や、多様性に富

む優秀な人材を呼び寄せて集中させ、エコシステムの生成を推し進めるモデルである。 

内閣府が主導する「世界に伍するスタートアップ・エコシステム拠点形成戦略」などで認定さ

れた日本の都市では、参考になるモデルかもしれない。対象となる都市は、優秀な人材が魅力

を感じて長期に滞在・居住する都市でなければならず、これらへの対策が必要であろう。 
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7. まとめ 

失われた30年の間に、世界の中での日本の企業価値の比率は著しく低下するだけでなく、現在の経済

を支え今後の経済発展をもたらすスタートアップ企業やスタートアップ・エコシステムにおける日本の

存在感も極めて低い。本稿では、日本におけるスタートアップ・エコシステムの形成を促進させるにた

めに、さまざまなスタートアップ・エコシステムの事例やスタートアップ・エコシステムの特徴につい

て整理するとともに、日本がベンチマークとすべきスタートアップ・エコシステムの条件や課題につい

て考察した。 

スタートアップ・エコシステムとしては、まずシリコンバレーが挙げられるが、本稿では、この開放

的ネットワーク・モデルに対比して、ボストンRoute128の閉鎖的ピラミッド・モデル、さらに、企業ス

ピンオフ・モデル、大学スピンオフ・モデル、公的研究機関スピンオフ・モデル、シリコンバレー出先

モデル、シリコンバレー分離モデル、特区都市モデル、独自モデルなど、いくつかの典型的なスタート

アップ・エコシステムの事例をモデル化して整理した。また、スタートアップ・エコシスについて考察

するにあたって、(1)産官学の役割、(2)社会制度、(3)エコシステム間の関係、の3つの観点を示し、日本

がベンチマークとすべきいくつかのスタートアップ・エコシステムのモデルについて考察した。 

新たな価値を創出するスタートアップ・エコシステムは、多様性に富む人材が、オープンなネットワ

ークを通じて交わる環境が存在している。また、その形成は、べき乗測が影響して規模が大きいスター

トアップ・エコシステムが有利となり、経験効果によって歴史のあるスタートアップ・エコシステムが

有利となるため、規模が小さく後発のスタートアップ・エコシステムは不利であろう。多様性や雇用流

動性が低く、スタートアップ・エコシステムの形成において後れをとり、その規模や経験が他国に劣る

日本は、これらの課題を十分に認識したうえで、スタートアップ・エコシステムの形成を目指すべきで

あろう。 

福嶋（2015）は、オースティンのアントレプレナーの文化を、IBMのもつ成熟した大企業の文化と対

比させ、「アドレナリン・ジャンキー（昼夜を徹して働く一方、徹底して遊ぶ）」の文化であると述べ

ている。日本の高度成長期にさかんに喧伝された（現在ではあまり耳にしない）「日本の猛烈サラリー

マン」を彷彿させる文化であり、停滞と成長を分ける要因の一つは、実はこのような働く人々の根源的

な働き方の文化（およびその変化）にあるのかもしれない。 

本稿では、スタートアップ・エコシステムに関する既存研究のレビューとそれに基づく考察を行って

いるものの、実証的な研究ではない。しかし、本稿は、日本のスタートアップ・エコシステムの発展に

向け、今後の研究を進めるにあたっての端緒となるであろう。働き方の文化なども含めて、今後さらに

実証研究を進めることが望まれる。 
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経営者倫理の基本問題 1 

Basic issues of business ethics 

             板倉宏昭       

（東京都立産業技術大学院大学教授） 

1． はじめに 

AI(人工知能）やブロックチェーン革命が進行する中で企業活動の影響は複雑で大きくなっている。

一方で、企業等の不祥事は後を絶たない。神戸製鋼所のアルミ・銅・鉄鋼製品などの検査データ改竄、

日産自動車の無資格検査員の最終検査、富士重工の無資格検査員による検査、三菱自動車による燃費試

験のデータ改ざん、タカタの欠陥エアバッグ、東芝の利益水増し不正会計などである。神戸製鋼所につ

いて「40 年以上前から不正があった」という元社員の証言もある（毎日新聞、2017）。一時的なミス

ではなく、組織体としての基本問題が存在することは異論の余地がない。自動車、鉄鋼、電機など我が

国の基幹産業で起きており Made in Japan(日本製)全体に対する信頼を大きく損ないかねない状況であ

る。 

本研究ではこのような環境下で企業等の社会的責任についての基本問題について取り扱う。日本企

業の特質を踏まえた上で、刑事統制を通じて、組織体としての責任を明らかにして、経営者の責任を割

り出していくことにより、社会的責任を果たすべきであるということを主張したい。 

 現在の日本の法律においては、一部に罰金や両罰規定があるものの組織体に対して、法律上の罪は問

いにくい。誰も責任を取らないという結果がみられる。例えば、107 名が死亡、562 名が負傷した福知

山線列車事故で強制起訴された三代のＪＲ西日本社長に対し、裁判所は無罪を言い渡した。誰一人刑事

責任を問われないのをおかしいと判決後、遺族らは法人を処罰できるよう法改正を訴えた。 

 

2.企業組織体の実態 

2.1 分業と企業組織体責任 

 組織体の活動の本質は、分業（Division of Labor）であり、情報も責任も分散する。従業員は、

分割され割り当てられた職務を遂行するだけであり、組織体としては犯罪行為であっても、組織体の逸

脱行為として認識できないか、あるいは、たとえ認識しても、職務を遂行してしまいがちである。 

 Stone(1975)は、組織体逸脱の事例として、スリーマイル島の原子力発電所事故以前に、原子力発

電所の事故の可能性を指摘している。原子力発電所の職務役割システムの責任や情報の細分化と責任の

分散化という現状から、もし事故が起きても、その責任を誰にも帰することができないだろうと述べて

いる。 

 

2.2 組織体特性からの検討 

日本企業は、集団的意思決定のために｢知らなかった｣あるいは｢組織ぐるみではない｣といった言い

訳がなされやすい組織体としての特性をもっていることに注意が必要である。その結果、日本企業は、

部下などに責任転嫁しがちである。 

 「任せる」「うまくやれよ」「そこをなんとか頼むよ」「ひとつよろしく」といった日本企業に共通

する独特のあいまいな組織文化から生じる上司から部下へのよくみられる指示は、法令順守より逸脱行

為を助長している。（板倉宏昭,2017） 

 

2.3 ガバナンスからの検討 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%BE%8B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%84%E7%B9%94_(%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A7%91%E5%AD%A6)
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ガバナンスの点からも経営者の責任を統制できない性格をもっている（板倉宏昭,2017）ため、経営

者による不祥事が進行してしまう危険性が高い。（板倉宏昭,2017） 

第 1 に、日本企業では、株主総会が形骸化しており、経営者の不正や組織体としての逸脱行為を統

制できていない。投資家からのコントロールはほとんどできないといってよい。 

総会屋や総務部門が株式総会を露骨に仕切ることは少なくなったものの、30 分程度で終わる「シャ

ンシャン総会」は相変わらず続いている。 

第 2 に、取締役会も執行と督監の分離がなされておらず取締役も内部昇進した上級管理職であるこ

とから、経営者への統制はほとんど機能していない。 

第 3 に、監査役もドイツの監査役会（Aufsichtsrat）とは異なり、取締役を選任、解任する権限がな

いため、経営者の逸脱行為を規制できていない。さらに、労働組合は企業内組合といういわゆる御用組

合であり、組織率も低下しており、経営者の責任を全くといっていいほど追及できていない。 

例えば東芝はコーポレートガバナンス改革の先駆的企業としてもてはやされ社外取締役が多かった

にもかかわらず、2015 年に不正会計が明らかとなり、決算訂正額は 2248 億円にのぼった。 

以上のように、日本企業の社長、代表取締役に対しては、「日本のトップは誰もチェックできない史

上最強の立場」（日本経済新聞,1992 年）であり、独裁者なのである。 

 

2.4 権限からの検討 

IBM 社では、営業を Sales Representative と呼び、会社を代表して職務を遂行することになってい

る。このことからみても米国では、権限法定説が説得力をもつ実態があるといえよう。すなわち、権限

と責任が経営トップから従業員に順次移譲されて、マネージャーが設定した職務記述書（job 

description）という契約に基づき職務を行うということである。権限法定説は、公式的権限説ともよ

ばれ、クーンツやオドンネルによって代表される。権限とは、他者に行為あるいは不行為を命令する法

的な力であり、それは組織階層の上位者から与えられた権力である。その上位者をさかのぼれば、究極

の源泉は、主として私有財産制という基本的な社会制度にあるとする考え方である（Koontz & 

Donnell，1964）。 

しかし日本企業は、不完全な分業やあいまいで権限職能説が実態に近い。上位者から委譲されてい

るのではなく、経理なら経理、配送係なら配送係としての職能があるといった考えである。 

 

2.5 交際費に見る日本企業の特徴 

平成 19 年度に日本の企業が支払った配当金が 15 兆 4032 億円であるのに対して、交際費は、3 兆

3799 億円であり、損金不算入の割合が 49.3％となっており、大企業などは損金扱いが認められていな

いにもかかわらず、交際費は巨額となっている。 

さらに、実際には、損金が認められない交際費であるにもかかわらず、会議費として損金扱いにす

るなどの不法な操作がおこなわれているのが実態であるから、経営者や従業員が使う「交際費」が多い

という状況が存在していると推測される。こうしたことからみても到底投資家の統制は働いていないと

みることができる。 

 

３．組織体責任とは何か。 

本研究で扱う組織体犯罪は、組織体に属する個人が、その職務を通じて個人的な利益のために行う

個人的な犯罪としての職務犯罪（Occupational Crime）とは区別することにする。 

第 1 に組織体犯罪は 、組織体を主体とする組織体自体の違法な逸脱行動である（板倉宏、2007）。 

第２に、ホワイトカラー犯罪ということばもある。組織体犯罪は、企業経営者によって行われるこ

とが多いが、定期採用の多くが大学卒業者や大学院修了者が多くを占め、ほとんどの経営層が大学卒業

者や大学院修了者を占めている企業が少なくないことなどからして大学卒業者や大学院修了者がホワイ

トカラーだから逸脱行為を生起するという「ホワイトカラー犯罪」として区別した議論は実態にそぐわ

ない。 
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第３に、1999 年に成立された「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」は、暴力

団・テロ組織などの反社会的団体や、会社・政治団体・宗教団体などに擬装した団体による組織的な犯

罪に対する刑罰の加重と、マネー・ローンダリング行為の処罰、犯罪収益の没収・追徴などについて定

めた。この法律の対象は、暴力団など非合法活動を遂行することを目的として設立された組織であり、

本研究の対象と異なる。 

本研究の対象は、通常の経済活動を行う企業が利益追求などのために違法な行為を行うことをい

う。このような企業は、社会貢献を理念として掲げているような企業である。必要なのは、企業の組織

体の実態にそった分析である。組織体は、組織全体としての目標にそって、行動しているのであり、単

なる個人行動の総和ではない。組織体、組織全体を逸脱行為の主体として捉える必要がある。 

 

4．組織体犯罪に対する対応 

4.1 社会的責任論 

 このような問題に対して、企業の逸脱行為や環境問題への対応等を通じて、企業の社会的責任

（CSR: Corporate Social Responsibility）を問う声が高まった。谷本は CSR を「企業活動のプロセス

に社会的公正性や環境への配慮などを組み込み、ステークホルダー（株主、従業員、顧客、環境、コミ

ュニティーなど）に対してアカウンタビリティ（説明責任、情報公開）を果たしていくこと」と定義し

た(谷本，2005)。 

企業は、社会的存在であり、企業活動はときに、社会へ多大な悪影響をおよぼす。政府が、福祉政

策の一環として事後的に対応するだけではすまされなくなっている。企業経営にとって、地域貢献や環

境保護などの CSR 活動は、単なるコストではなく、競争力を生み出す原動力になりうる。CSR をはた

している企業には、有能な人材の確保、ブランドや評価が向上し顧客をひきつける、社会から受け入れ

られるなどのメリットがある(谷本,2005)。これは企業の目的や評価基準を考える際にも無視できない

という議論である。しかし、こうした議論だけで組織体責任を問うことにならない。 

 

4.2 内部告発制度 

内部告発をおこなった労働者を保護することを目的とする公益通報者保護法が制定された（2004 年

6 月制定、2006 年 4 月施行）。社内と社外の通報窓口を併用する等、社員が通報しやすい環境を提供す

る必要がある。また、企業は、通報の受付において、通報者の個人情報を守らなければならない。 

 いわゆる J-SOX 法の内部統制報告制度は、経営者が組織体としての役割と責任を示し、組織体と

しての責任をとることを明確にするものである。 

 たとえば、2000 年に内部中毒事件、2002 年には子会社による食肉偽装事件を起こした雪印乳業

では、2002 年から運用している通報窓口の「企業倫理ホットライン」をコンプライアンス戦略のひと

つとしている。さらに、2003 年からは企業倫理ホットラインに加え、外部機関、すなわち、CSR 支援

のインテグレックス社を窓口とするスノーホットラインを開設した。 

Braithwaite(1982)は 、企業内に監視グループを任命して、その責任者に、グループの指示 に 反 

す る 経 営活 動を 取締 当局に報告する義務を負わせ、義務に違反すれば 、刑罰を科すという「強

制的自主規制」を主張した。 

 

5．おわりに 

以上のように、企業組織体、なかんづく日本企業は、組織体の特性からもガバナンス特性からも、

投資家や監査役、労働組合からの統制を期待できない。長期的な雇用が一般的で従業員の組織体に対す

る忠誠心が強い日本企業の場合、「社会的責任論」や「内部告発」制度や「強制的自主規制」に実効性

を期待することは不可能である。また、社会的責任論やガバナンス論に実効性がないことは歴史的にも

明らかである。 

したがって、好むと好まざるにかかわらず、経営者の逸脱行為を統制するためには、刑事統制に頼

らざるをえない。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%B4%E5%8A%9B%E5%9B%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%B4%E5%8A%9B%E5%9B%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%AD%E7%B5%84%E7%B9%94
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%8D%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%9A%84%E5%8B%A2%E5%8A%9B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%9A%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%9B%A3%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%97%E6%95%99%E5%9B%A3%E4%BD%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%A1%E5%8F%8E
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BF%BD%E5%BE%B4
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 組織体の活動を全体としてとらえ、経営者も個々の従業員の業務が会社を代表して責任をもって

いるということを示す必要がある。 

企業の事業活動の過程で発生した事故であっても、業務上過失致死傷罪（刑法 211 条 1 項）として

立件される場合には、法人など組織体が起訴されることはない。起訴されて刑事責任を問われるのは、

個人とされてきた 2,3。 

具体的には業務上過失致死罪などに両罰規定を設けることを提案したい。例えば各本条で「法人そ

の他代表者の定めのある団体が前条の罪を犯したときは 1000 億円の罰金に処する」といった規定であ

る。企業組織体そのものに刑事責任を科すことで、その組織体における再発防止、さらには、同じよう

な事業の組織体における事故防止を行うべき企業組織体に刑事責任を科すことで、当該企業組織体によ

る再犯防止のみならず、同様の事業を営む他の企業における事故防止の効果が期待できる。第２に具体

的な因果関係なくしても危惧感があれば監督責任を問えることになる。危険性があるという危惧感があ

るにもかかわらず、放置するといったことを防ぐことができる。 

技術革新によって危険性の領域は広範囲にわたる。現時点での判例は、過失犯が成立するには、結

果の発生（企業災害）を予見する可能性がある。もし具体的な因果関係による予見可能性がないことで

過失を免れることができるなら、結果発生の研究を怠っているほど過失責任を免れることになってしま

う。例えば、人工知能（AI）による自動運転の事故発生の研究を怠ったほうが経営責任を免れるとい

ったことになりかねない。 
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註 

1企業組織体責任論の詳細については、たとえば、板倉宏（1988,2004）を参照のこと． 

2業務上過失致死について、刑法 211 条前段は、「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5 年以下の懲

役若しくは禁錮又は 100 万円以下の罰金に処する。」と規定している。判例・通説上、刑法上の「者」は、自然人を意味

すると解されている。 

3米国においては、法人処罰が一般的である。米国連邦刑法における法人の刑事責任は、一般に、その被用者がその雇用

の範囲内で行った行為について組織体が責任を負う代位責任(vicarious liability)である。イギリスでは、2007 年に企業致

死罪法(Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007)が制定された。人が死亡し、それが法人の上級管理職によ

る組織管理上の注意義務違反による場合には、法人に刑事責任を問うことができるようになった。イギリスは、判例法

で罰されてきたが、判例法ではなく制定法で取り締まられる行為となった訳である。 
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