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日本流資本主義と 1940年体制 

"Japanese Capitalism" as the 1940 system 

板倉 宏昭 
（東京都立産業技術大学院大学） 

１．はじめに 

本論文は、「日本は資本主義ではない」という仮説のもとに述べることにする。日本の経営シ

ステムは、ネオ資本主義、日本流資本主義というべきであって、資本主義と異なる性質がある。 

わが国の企業経営は、戦後最悪ともいえる困難な状況に直面しているといわれ、活力を取り戻

すためのシステム改革の議論がさかんである。いまは、日本経営システムを総括すべき時期であ

り、その特徴を大きく捉えるための歴史的視点をもつことは、今後の方向性をさぐるうえでも、

重要な課題である。 

2．先行研究 

日本の高度成長期には日本的経営が米国で研究された。よく知られているAbegglen(1958)は終身

雇用、年功序列型賃金、企業別組合の３つを特徴としている。ただし終身雇用とあるのは

Lifetime Commitmentで、Lifetime Employmentではなく、経営家族主義というべきものである。 

Ezra Vogel(1979)は、Japan as Number Oneで日本人の高い学習意欲と読書週間、通商産業省や大

蔵省主導の経済への関与が日本の競争力を高めていると述べている。 

MIT(マサチューセッツ工科大学)の国際自動車産業プロジェクト(International Motor Vehicle 

Project IMVP)の一連の研究も,日本の研究としてあげることができる（Kochan 1998; Krafcik & 

MacDuffie 1992)。米国の 5つの自動車工場を｢技術水準｣と｢HRM(Human Resource Management)の改革

度｣の 2 軸をもちいて,工場の生産性や品質について分析している。 HRM の改革度の内容は,従業

員参加のメカニズム,柔軟性のある仕事のパターン、多能化、自己管理、問題解決的な品質管理な

ど,コミットメントを高める HRMである。 

 情報技術に多額の投資をおこない、技術水準は高いけれども高コミットメントのための HRM が

採用されなかったGMのミシガン工場は、 5つの工場のなかで最も欠陥が多く、技術も HRMの改革

度も低い GM マサチューセッツ工場とならんで,生産性がもっとも低かった。一方,HRM を改革し、

高コミットメント政策をとった NUMMI(New United Motor Manufacturing, Inc.)とホンダの工場は,中

の上の技術水準であったものの、生産性･品質がもっとも高かった。日産テネシー工場は,高度な

技術を採用した。しかし、コミットメント政策が中程度であったため、品質面はNUMMIやホンダと

同程度であったが,生産性は低かった。以上の 5 工場の比較から,高度な技術を導入すれば,生産性

や品質が上がるのではなく、技術と高コミットメント政策との両立が必要であることを指摘して

いる。その後NUMMIのマネジメントは、米国のマネジメントに影響を与えた。 
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図表1 技術とHRM 

図表２ 企業システムの特徴 

日本（ネオ資本主義） 米国（資本主義） 

企業の概念 従業員共同体 株主主権 

情報共有 分権的 集権的 

市場 

組織 

組織的市場 

不完全な分業 

多能化 現場重視 

ヨコ社会 

自由市場 

分業 

比較優位を生かした専門 

タテ社会 

伊丹（1989）や吉田（1993）をもとに筆者が変更作成 

3．日本流資本主義の特徴 

第 1 に、株主を企業の主権者と考えるのが資本主義の概念である。これに対して、日本では、

会社は働く人々のもの、という考え方が一般的である。日本企業は、従業員共同体なのである。 

米国の株主総会では、株主に対して Your Company というが、日本の経営者は、わが社という意

識なのである。株主配当を削ってでも、従業員雇用を優先する。 

日本企業の経営者は、企業内部での昇進により経営者となることが多く、利益を最大化すると

いうことを第一の行動指針とは考えないことが多い。日本企業は、終身的雇用、年功的序列制度

のもとにあり、企業への参加者にとってみれば、組織の維持が企業行動の指針になる（吉田、

1993）。 

第 2 に、情報共有に関して、日本では、組織のさまざまな部署や階層の人々がいろいろな情報

を共有している。一方、欧米では、現場の人々は情報共有に参加する度合いが低い。米国企業よ

り日本企業の方が、多くの階層の人々が意思決定に影響をおよぼしている。 
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意思決定プロセスについて、日本企業の方が制度化されていない部分が多いため、さまざまな

階層で、公式の場で意見が対立しないように事前に情報の交換を行う｢根回し｣が多用される。 

情報共有の例外は、人事である。人事部については、日本企業の方が中央集権的であり、採用

や異動の権限は、本社人事部が関与していることが一般的である。これに対して、米国企業で本

社人事部は、存在しないことも多く、採用や異動はラインマネージャーの権限であることが多い1。 

第3に、市場に関して、自由市場取引では、1つの取引ごとにたがいに対等な財の売り手と買い手

が、自由に取引条件の交渉を多くの相手と行い、そのなかでもっとも自分にとって有利な相手と

取引をする。もし条件があわなければ、いつでも退出の自由があり、また参入の自由がある。こ

れは、米国に近い考え方である。しかし、日本の企業間の市場取引は、長期的な関係が多く、継

続的に少数の企業と取引することによって、協力関係をつくりだそうとしている。系列は、その

例である2。系列の下請企業は、親企業と長期的な取引によって、共同開発を行う。安定受注が得

られ、設備投資をすることができる。こうしたことでコストダウンも可能となり、協力体制が生

まれる。 

 第 4に、日本企業の現場重視も特徴の 1つである。現場からの提案、QC活動が行われ、プロセ

ス・イノベーションによる改善により柔軟で高品質な生産を達成できるという考え方である。ト

ップダウン的な指示の重要性は低く、個人の仕事が優れていなくても、全員で効率を高めようと

いう考え方である。 

 第 5 に、米国は銀行による株式持ち合いが禁止されているが、日本は認められている。日本は

株式の持ち合いが少なくなく、閉鎖的である。間接金融の役割が大きく、メインバンク制度のた

めに機能したといってよいだろう。異次元の金融緩和で日本銀行が所有する EFT(上物投資信託)は

2022 年に約 60 兆円（日本銀行、2023）であり、中央銀行が株式市場の 7％を占める最大の株主と

なっている。 

 第 6 に、従業員の横の関係が重要であって、稟議制度のようなボトムアップ型の下から上への

情報伝達が存在する。同期入社との関係は、生涯にわたって続く。日本企業は、タテ社会ではな

く、ヨコ社会といってよい。資本主義は、割り当てられた職務について、上位からの指示通りに

業務を遂行することが重要なタテ社会であり、ヨコの関係の重要性は低い。この意味においても、

日本は、資本主義とは異なる性格を持っている。 

 日本企業は、従業員共同体である。経営者は、従業員からの内部昇任者である上級管理従業員

であり、投資家の利益を最大化するという米国 MBAの教科書的な行動にはならない。 

 投資家からの統制は弱く、経営者は安定的地位3にあり、長期的雇用を前提とした従業員共同体

が基本原理となる。年功的賃金は、中高年に高い賃金を支払うために多くの若年層を必要とする。

こうしたピラミッド構造を維持するには、企業は規模を拡大しつづけることが有効である。組織

の規模拡大のため、利益より販売量拡大、シェア拡大、お客様第一主義、顧客志向が企業行動の

基本となる傾向がある。 

4．比較経営 

11註 
1 米国企業では、採用した第一線のマネージャーのことをハイアリング・マネージャーとよぶことがある。 

2 トヨタやパナソニックはメーカーというより製造問屋という指摘もある(中村，1982)。 
3 日本的経営の組織は、従業員共同体であり、組織体の内部は、社会主義との類似性が大きい。第 1 に、日本の大

企業は、「労働者の組織体」であり、経営者は労働者出身である。第 2 に、社会主義国の支配者は、書記長などで

ある。書記長は、党大会で選出され、幹部会で選ばれるといった手続きである。日本の大企業では、株主総会に次

いで取締役会で選出されることになっている。しかし、社会主義の場合も日本の大企業でも、こうした選出は、形

式的な建前にしか過ぎず、実際には、書記長や社長などが後継者を決めてしまう。そのプロセスは、必ずしも明確

ではなく、業績や能力のほか派閥なども関係する。誰でも社長になれるわけではなく、社会主義国と同じように、

出身学校や社歴（社会主義国では党歴）が関係する。もっとも、日本企業は、企業間において、厳しい競争をして

いる点では、社会主義と大きく異なる。 
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4-1 日本企業の行動モデル 

需要が供給を上回る好況時には、米国企業の様に値上げをするより、長期的な取引関係がある系

列企業や下請け企業を含んだ残業による生産量拡大を行い、販売量の拡大、シェア拡大を図る。 

 不況時の日本企業は、組織の規模を維持し、雇用削減（レイオフ）をするより、短期間におけ

る利益の縮小、赤字でもやむをえないという行動をとる（図 5.7）。生産の調整は系列企業や下請

け企業、派遣労働者などの非正規労働者、非中核的労働者においてなされる。日本企業では、そ

の他、ボーナスの切り下げ、系列企業への出向、他の事業への多角化などの行動が不況時にとら

れる。なお、日本企業の特徴として、ホワイトカラーだけでなく、ブルーカラーにもボーナス制

度があることが多い。 

図表３ 日本企業の行動 

日本企業は規模の拡大を志向しており、内需に期待できない場合は、海外での販売拡大を図るこ

とになる。米国市場は、自由市場で、オープンであり、低価格で高品質であれば販売量は増加す

る。 

4-2米国企業の行動 

米国の考え方は、市場原理に信頼をおき、オープンでフェアな競争を通じてだれにでもチャンス

があるという考え方である。需要が高ければ価格は高くなり、余れば安くなるという価格メカニ

ズムが重視される。経営者の目標は、投資家に対するリターンを最大化することである。好況時

には、需要が供給を上回れば雇用を拡大し、生産を拡大したり値上げを行ったりして、利益を拡

大させる。需要が供給を下回る不況時には、雇用を削減し、雇用縮小(レイオフ)を実施する（図

5.8）。こうした行動は、投資家の要求を満たすという資本目標を守るために実行される。 

 米国企業は業績が悪化すると予想されるとレイオフを短期間に実施するため、景気の先行指標と

なる。米国労働省労働統計局が毎月金曜日午前 8時 30分(米国東部時間)に発表する非農業部門雇

用者数(Non Farm Payroll Employment: NFP)は米国景気の重要な指標であり、月 15万人増加するか

が好況の 1 つの目安となっている。農業以外の産業で働く雇用者数の増減を示す。世界中の為替

市場、株式市場に大きな影響を及ぼす。 

図表４ 米国企業の行動 

赤字・ボーナス切り下げ

残業
供給

需要
吉田和夫『日本型経営システムの功罪』P.119 図5-1 1993 を元に筆者修正
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値下げ・雇用縮小
（レイオフ）

値上げ・雇用拡大
供給

需要
吉田和夫『日本型経営システムの功罪』P.119 図5-1 1993 を元に筆者修正

米国の経営者に求められている能力は、経営に関する専門性である。イノベーション志向、たと

えば、アイディアの斬新さや新しいアイディアへの許容力、冒険心やリスク志向が米国企業の特

徴であるのに対し、日本企業ではゼネラリストとしての広い対人関係能力や調整能力が重視され

ている。 

 米国企業の経営者が株主から統制されており、過半数が社外取締役である取締役会が政策決定

の場として機能しているのに対し、日本企業は株主の相互持ち合いが多く、株主総会は形骸化45し

ており、経営者は社外からの統制がほとんど存在しない安定的地位にある。 

4-3 ドイツ企業の行動モデル 

日本企業が顧客志向であるのに対して、ドイツなどの欧州は、供給サイドに立っている。社会が

階層化しており、より個人主義が浸透している。需要が拡大しても、供給の拡大には消極的であ

り、顧客は長い納期を待つことになりがちである（吉田，1993）。供給は、需要を下まわり、安

定性を志向する（図 5）。 

顧客の待ち

供給

需要

図表５ドイツ企業の行動

吉田和夫『日本型経営システムの功罪』P.119 図5-1 1993 を元に筆者修正

4 形骸化した株式会社は、しゃんしゃん総会と呼ばれることがある。総務部門から招集された会社の与党株主や従

業員株式制度担当者が会社の説明に拍手するなどによって、議事を早く進行させることを言う。総会は、30分程度

で終了し、株主の意見が反映されない。株式会社の趣旨に反するものである。 

5 東京証券取引所上場企業の3月決算企業の6割は、6月最終木曜日付近に定時株式総会を実施している。 
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社会階層が明確であり、労働者は自分の担当に責任をもっている。労働時間は年 1600 時間程度と

短い。 

 日本企業が顧客志向により同質的競争であるのに対して、棲み分けを行って、高付加価値経営

を目指す。需要が供給を上回っても、設備投資には比較的慎重であり、雇用を増やさず、供給拡

大を行わないことが多い。 

5.日本企業の生産システム 

5-1ジョブローテーションによる多能化と不完全な分業 

日本企業の生産システムの特徴は、ジョブローテーションによる多能化と不完全な分業にある。

日本企業はホワイトカラーだけでなく、ブルーカラーにおいてもジョブローテーションが存在す

る。情報が現場においても共有化され、個人はたとえすぐれていなくても、組織的に高い生産性

を目指し柔軟な組織運営が行われている。 

たとえば、トヨタの生産ラインの労働者は、1つのラインではなく、ボディの前工程、中工程、後

工程の 3 つの経験をさせている。自発的なチームワークで新製品など変化に対応し、生産効率を

上げようとする。ただし、エンジン、バデー、シャーシの工程をこえて移動はしない。学習に関

するコストが増加してしまうことを避けるためである（図 5.10）。 

図表６．トヨタの生産システムの概念図 

なお、ブルーカラーよりホワイトカラー、あるいは、環境変化が低い場合より環境変化が大きい

場合6に、より幅広い職務を経験する必要性は高くなる。 

5-2知的熟練 

 日本企業の特徴として知的熟練がある。知的熟練が効率性をもたらし、日本企業の強みとなっ

てきた（小池・猪木，1987；小池，2005）。知的熟練は、研究開発よりも実際の生産現場で、生

産性や品質の向上をもたらす技術力である。現場における変化に対応するノウハウの蓄積であり、

日本企業の、とくに生産現場においては、業務改善が自発的に行われるようなすぐれた職場の仕

組みや風土ができあがっている。これは日本の強みであり、今後さらに磨きをかけていかなけれ

ばならない。 

このような知的熟練は OJT の他、ジョブローテーションにより関連する複数の職場での経験を積

み重ねることにより，生産システムを理解することから生まれるのである。また，OJTを補論する

ために，QCサークルなど学習会や研修も行われる。 

日本企業の生産現場は，変化や異常に対処する知的熟練を身につけているといわれる。 小池や猪

木は、生産現場の作業を「ふだんの作業」と「ふだんとちがった作業」とに分け、安定している

生産現場でも「ふだんとちがった作業」がしばしば発生するとして、知的熟練論を展開した（小

池・猪木,1987,小池,2005）。 

6 理論的には、環境変化がまったくない場合は、幅広い職務の効果はないことになるが、ありえないことである。 

エンジン 

ボデー 

シャーシ 

前工程 中工程 後工程 

完成

品 
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「ふだんとちがった作業」とは変化への対応であり、たとえば、新製品，製品構成の変化，生産

量の変化，生産方式の変化，労働者の交代等に対して柔軟に対処することができる。 

また、繰り返しの多い単純作業だけではなく、異常への対応などが、労働者の励みになることも

強調された。機械装置の不調，不良加工品の発生などに際し，その原因を迅速につきとめ，早期

に改善することができるようになる。  

 こうした知的熟練の形成には、日本企業の特徴である長期的雇用と長期的競争が整合的であ

る。知的熟練には時間が必要であるため、長期的雇用が望ましいことと、長期的成果で競争を行

い技能を向上させるためである。 

欧米企業の考え方は分業（Division of Labor：労働分割）による専門家によって生産性向上が達

成されるというものである。職務記述書（Job Description）によって、職務内容は明確に定めら

れ、マニュアルに則り、マネージャーの指示にしたがって、みずからの比較優位を活かして効率

的に職務を行おうとする。給与は職務内容と実績によって決定される。 

  

5-3双対原理 

日本企業の行動は、双対原理（Duality Principle）からも説明されている（Aoki，1986；1988）。

情報システムと人事管理の制度的補完性によって結びついている。 

双対原理においては、組織が有効であるには情報（I）の分権性・集権制が人事管理（P）と対に

なっていることが必要である（Aoki,1988）。日本企業の情報システムは、業務の分権性、非階層

的な横断的協業関係、柔軟な分業体制によって、情報の効率性が高い。局所最適におちいりやす

い分権的な組織を統制するために、中央集権的な人事管理が存在する。日本企業は長期的観点に

よって昇進管理を行おうとする。昇進の速度には差があり、厳しい競争を本社人事部が中央集権

的に管理する。人事部が、採用、昇進、人員配置、解雇についての権限をもっているのは、局所

最適を抑制し、組織体の全体最適を追求するためである7（図表 6）。 

 

 

 

表７ 双対原理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

米国企業は、労働者の流動性が高い。職務の細分化と明確な職務記述にもとづいて採用をライン

マネージャーが行い、解雇権もラインマネージャーがもっている。つまり、米国企業の情報は集

 
7 たとえば、1 つの課のための局所最適を追求することが、組織体の全体最適とは両立しないことがある。1 つの組

織のために、企業全体の時間やコストを無駄遣いすることもある。こうした局所最適の問題を解決するために、本

社人事部は、人員を配転することによって、局所最適のみの追求の弊害を抑制する。 

Ｉ （情報）

Ｐ（人事管理）

分権

集権

分権 集権

日本企業

米国企業
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権的であり、人事管理は分権的である。分権化した米国企業の人事管理については、本社人事部

は仲介機能にとどまる。 

 なお、日本企業の人事制度は、係長、課長、次長、部長といった「職階」と、等級によって格

付けされた「職能資格」が併立している場合もある。職階における昇進と職能資格制度の昇格を

使い分けることがある。幅広い職務について職能資格制度を導入することによって、複数の職務

を経験する知的熟練を促す効果がある。 

 

5-4競争と日本的経営 

日本的経営のもとでも、厳しい競争が繰り返されている。これは、没落した社会主義とは大きく

異なる点である。たしかに、企業内で平等主義的であり、賃金格差も小さいものの、昇進をめぐ

って長期的な競争が行われる。また、企業間は、厳しい競争を行っている。日本企業の企業間の

競争の厳しさは、米国流の資本主義と変わらない。棲み分けをしているドイツなど欧州企業より、

日本企業の方が厳しいといってよい。競争による効率の高さは追及されるべきであり、フェアで

なければならない。 

 独占市場にある企業は、競争によっても統制がはたらかない。独占的な利益を得ている企業が

存在すると、社会的弊害も大きい（西山、1981）。独占を排除して、公正な競争を確保できれば、

日本企業は、社会主義国にみられたような硬直した状態にはならないだろう。 

 

5-5企業別労働組合と産業別労働組合 

企業別労働組合と産業別労働組合は、どちらも労働者の権利と福利厚生を保護するために設立

された労働組合である。 

企業別労働組合は、その企業内の問題に対応するために設立される。労働者のニーズに合わせ

た細かい課題に対応しやすく、業務上のストレス軽減や職場環境改善などの課題に取り組みやす

いというメリットがある。また、企業と労働者の双方にとってメリットがあることを共有するこ

とができるので、労使双方の信頼関係を築くことができ、対話や交渉が円滑に進むようになる。 

デメリットとしては、労働者の視野が狭くなることである。 企業別労働組合は、あくまでその企

業内の問題にフォーカスした活動を行うため、労働者の視野が狭くなることがある。企業ごとに

設立されるため、小規模な企業や、労働者の人数が少ない企業などでは、組合を作るのが難しい。

「御用組合」化している組合も存在している。従業員の加入はほぼ義務化されており、広報誌や

定例会議といった活動が形骸化し、労働条件や待遇の改善、といった本来の役割を果たしていな

い。また、組合費や組合業務が組合員の負担となっており、本来の会社業務を圧迫していたり、

組合費が組合主催の飲み会や旅行に使われることもある。 

産業別労働組合は、同じ産業に属する企業の労働者が加盟する。産業全体の労働条件の均一化

が可能であり、企業間の競争によって労働者が搾取されることを防ぐメリットがある。同じ業種

や産業に関連する企業が加盟しているため、業界全体に関する情報が共有されやすい。各企業が

単独で情報収集を行うよりも、より効率的である。業界全体に関する情報が共有されるため、交

渉の質が向上することが多い。デメリットとしては、産業別労働組合は、多数の企業から構成さ

れるため、全ての企業の意見をまとめることが難しく、交渉が進まないこともあるため、労働者

のニーズに対応できない場合もある。 

 

 

6. 日本的経営の起源 

戦後の日本経営システムの起源についての捉え方として、3種類考えられる。第1に、戦後改革

を大きく評価し、戦時中と戦後の間に断絶があったと捉える｢不連続仮説｣というべきものである。

第 2 に、近代以前の古くから形成されていた日本の文化や民族性の特徴が連続していると捉える、

｢民族性連続仮説｣ともいうべきものである。 

こうした 2 つの見方に対して、近年の日本経営システムに関する有力な見方として、1940 年体制

論が注目されている（野口、1995；Noguchi,1998；榊原・野口、1977; 板倉、2003）。 
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戦後の日本経済の多くの仕組みは、1940 年ころに総力戦としての太平洋戦争を遂行するため導入

された戦時体制が起源となっている。そのシステムは、戦後改革のなかでも生き残った。1940 年

体制論は、戦時体制以前の日本経済は、自由市場型の資本主義のシステムであったいう見方であ

り、戦時体制以前と以降の不連続仮説をとる。 

1940年体制論は、比較経済制度分析（comparative institutional analysis)の立場からも論じら

れている。戦時期に、国家資源の総動員のための計画経済と、それを実行する統制経済のために、

システム・ワイドな改革が行われたという事情に、現代の日本経済システムは、大きな影響を受

けているという主張である（奥野、1993、 p.275）。 

戦時中に、株主の地位が低下し、従業員や経営者の地位が相対的に向上した。1939 年に、国家

総動員法にもとづいて施行された会社利益配当及資金融通令によって、企業の配当に規制が加え

られることとなった。そうして株主の配当が制限され、従業員中心の企業組織が形成されていっ

た。1941 年には、国民労務手帳法や労務需給調整令によって、事業主都合の解雇を国民職業指導

所長の許可制とした。 

また、企業間の制度の標準化が図られ、1939 年の賃金統制令によって、初任給を地域、年齢、

性別に公定した。さらに、1942 年には、重要事業所労務管理令によって、全員に年 1 回昇給させ

る仕組みをつくった。  

1939 年に、賃金凍結が認められなくなったが、1942 年の重要事業所労務管理令によって、以下

のような条件の下では、賃上げが認められた。その条件とは、年一回従業員全員を対象に、必ず

昇給させ、最高、標準、最低の昇給基準額を規定することである（奥田、pp.479-480）。 

清沢（1999, p.166）の戦時中の日記に次のような記述がある。｢新聞は『日本的給料』とか『皇国

的勤労観』とかいうことを盛んにいっている。俸給制は米英的だから、日本的なものを創造せよ

というにあるらしい。（中略）主人が雇人の生活を保証し、その代わりに絶対の服従を強うるこ

とだ。｣ 

1945 年 2 月の厚生省・軍需省による勤労規範草案には、次のような記述がある。「生活の本拠は

家に在り、人長ずるにしたがって、それぞれ斉家の責任を負う。これ給与の支給にあたり、年齢

と家族とに考慮を払う所以にして、之を基本給となし、給与の根幹たらしむべし」。 

このようにして、戦時体制のもとで、賃金における年齢を中心とした定額部分や定期昇給の割

合が高まり、年功的賃金制度が成立した。労働者は国家のために奉仕しているのだから、その生

活は企業が保証すべきであるという勤労観が強くなった。賃金は職能や効率より、年齢・勤続や

家族数に連動するようになり、年功賃金や生活給的な側面が強くなったのである89。こうした年功

賃金の考えが、戦後に大きな影響を与えた。たとえば、尾高（1995、ｐ.167）の三菱重工業にお

ける調査によると、職員・工員間の月給格差は、1930年には1.9倍程度であるが、1940年には1.2

倍程度へ縮小した。1.2倍というのは、1950年以降現在にいたるまでのホワイトカラーとブルーカ

ラーの格差とほぼ同じ水準である。 

1940 年産業報告会も平等主義を進め、戦後の企業別組合の基礎となった。日本の勤労は、欧米

的な取引ではなく、滅私奉公の精神で仕事を通じて国家に報いるべきであり、経営者は家族主義

的な思いやりをもって、従業員の福祉に配慮しなくてはならないと主張がなされた(尾高、1995、

p.164)。 

以上のように、戦時体制が契機となって、間接金融の他、源泉徴収制度など財政制度のシステ

ムのほかに、従業員共同体の組織、長期雇用制、生活給の色彩が濃い年功的賃金といった日本型

経営の基礎が形成された。  

 
8 清沢（1999, p166）の戦時中の日記につぎのような記述がある。｢新聞は『日本的給料』とか『皇国的勤労観』とか

いうことを盛んにいっている。俸給制は米英的だから、日本的なものを創造せよというにあるらしい。（中略）主

人が雇人の生活を保証し、その代わりに絶対の服従を強うることだ。｣ 
9 1945年 2月の厚生省・軍需省による勤労規範草案には、つぎのような記述がある。「生活の本拠は家に在り、人長

ずるにしたがって、それぞれ斉家の責任を負う。これ給与の支給にあたり、年齢と家族とに考慮を払う所以にして、

之を基本給となし、給与の根幹たらしむべし」。 
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7. 教育研究における1940年体制 

戦時体制が契機となって、従業員中心の組織、終身雇用制、年功的賃金といった日本型のコー

ポレート・ガバナンスが形成された。さらに、1940 年体制論は、間接金融の他、源泉徴収制度な

ど財政制度など経済全体のシステムを含めた概念である。研究・教育体制についても、1940 年体

制論が適用可能であることを示したい。 

 

7-1 戦時体制以前 

 ホワイトカラーが新中産階級の構成部分となり始め、1902年から 1924年にかけて、官立の高等

商業学校（以下、高商と略す）が 13校設立され、各地で、寄附金などによる誘致競争が起こった。

高商は、｢商業界の最高位に立とうとする者に学理の基礎は勿論、商業技術についてもその根本性

質を明瞭にし、さらに国内の経済、財政事情をはじめ、進んで外国経済事情をも知らしめ、大企

業指揮の任に耐え得る人材を養成する学校｣（作道・江藤, 1977, p.27）とされた。現代のビジネ

ススクールともいえる存在だったのである。 

 東京高商は、学士号を 1901年より授与可能であったが 1920年には、東京商科大学となり、1929

年には、神戸高商が神戸商業大学となった。これらの学校は、商業・流通の中心地に設置され、

多くの優れた起業家、実業家を輩出した。帝国大学につながる高等学校とともに、多数の受験生

を集めた。 

  

7-2 ビジネス研究教育の変容と縮小 

 しかし、戦時体制に入ると、企業は、私的な利潤を追求するべきではなく、国家目的のために

生産活動を行なうべきであるという思想が台頭する。軍の意向や革新官僚と呼ばれる人々によっ

て、古典的な所有概念が変更されたのである。こうした皇国思想は、経営学の研究・教育システ

ムにも大きな影響を与えた。 
 産業界は、軍需生産が中心となり、商業教育も国の生産力拡大計画に積極的に対応することを

持ってその目的とされた。商業界は、統制経済のもとにあって次第に本来の機能を縮小され、商

業教育も同様に工業教育振興に伴って、次第にその地位を低くみられ、圧迫をうけていった（作

道・江藤、1977、p.34）。 
 戦時体制下で、国家主義の進展にふさわしい人材を整えることを目標とした、教育改革の実施

が求められようになった。1937 年に教育審議会が設けられ、1938 年に提出された答申に従い、

1940年より全国の小学校が国民学校と名を変え、授業内容も大幅に変わった。 

1938 年に、文部省の教育審議会は、実業学校を解体し、中等教育を中学校一本にまとめるという

中等教育一元化論をとりあげて、討議をすすめることが検討された。1940年 12月には、文部省実

業学務局長名をもって、実業学校卒業者で、大学、高等専門学校へ進学するものを概ね 1 割に制

限されることになり、当時中学校についで高商への進学率の高かった商業学校の志願者は、激減

した。1942 年には、橋田文部大臣が中等商業教育不要論を述べ、商業教育界に大きなショックを

与えた（作道・江藤、1977、p.34）。 
 戦時体制下に、高等教育機関における商業の商は、私利を追求するものだとして排撃されるよ

うになる。文部省は 1943 年に全国の高商を工業専門学校へ転換するように指示し、官立の高商も

高岡、彦根、和歌山の３校が廃校となり軍需物資生産のための工業専門学校に転換を強いられた。

横浜、名古屋、長崎の３校は工業経営専門学校に転換されることとなった。経済専門学校という

名前で存続したのは、小樽、福島、高松、山口、大分の５校だけであった。これらの学校では、

教科の変更が行われた10さらに、1944年 10月から 1947年 3月まで、東京商科大学は東京産業大学

 
10 小樽経済専門学校に転換した小樽高商（現在の小樽商科大学）の同窓会誌｢緑丘｣第 180 号（1944 年 2 月）による

と、｢工場管理、工業概論、工業経営に関する学科目を新設、配給公益等の産業経営、職分を全うし得る人材養成に

主眼｣を置いた。工場経営の科目が新たに加わり、国際金融論、社会政策、商品実験などの科目がなくなった。 
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に改称し、神戸商業大学は神戸経済大学と改称させられた。戦時中に、商の字を残していたわが

国の高等教育機関は、当時、東京商科大学や神戸商業大学と並んで三商大と呼ばれていた市立大

阪商科大学１校のみであった。 

 

7-3 官立高等機関の拡張 

 1924 年設立の官立第十三高商を最後に、新しい官立高商は、設置されていなかった。他方、高

商以外の官立高等教育機関は、戦時体制下で、拡張期を迎える。第 1 に、工業技術者を主体とし

た理科系の諸学校の増設・拡充が進行した。わが国の工学教育は、東京大学工学部の前身である

工部大学校が設立されるなど、戦時体制以前から重視されてきたが、戦時体制の下で、一層強化

された。1930年と1946年を比べると、工業専門学校は、21校から32校に、医学系の専門学校は 6

校から 24校に増加した。工業専門学校は、1939年に 7校が設置され、以降高商からの転換を含め

戦時中に 4校が設置された（天野、1986, p.108）。 

 第 2 の拡張は、それまで府県立の中等教育機関であった師範学校を 3 年制の高等教育機関とし

て、1943 年に官立に移管し、さらに、1944 年には、青年学校教員の養成機関であった青年師範学

校も高等教育機関に昇格し、同時に官立となった。こうした動きは、1942 年の国民学校令 9）にみ

られるように、皇国思想の徹底を図るものである。 

 天野（1986、p.109）は、戦時体制下におけるこうした拡張と改革の重要性は、戦後の教育体制

が、この資源的に制約された状況のもとで、人的にも物的にも十分な投資抜きに発足した諸学校

をそのまま継承して発足したことを考えれば、自ら明らかであろうと指摘している。 

 

 

7-4 帝国大学の経営学軽視 

 帝国大学が経営学を軽視していたことにも触れなければならない。すべての帝国大学に、工学

部があったのに対して、戦前から経済学部が設置されていたのは、東京、京都の帝国大学だけで

あり、両校とも、法科大学の中におかれていた経済学関係の諸講座を基礎として経済学部が創立

されたのは、1919 年になってからである。経済学が中心であり、経営学の教官定員は限られてい

る。 

 九州や東北の帝国大学は、法文学部の中に、経済学科が存在したが、経済学部として独立した

のは、1949 年である。大阪、北海道、名古屋の 3 校の帝国大学には、文科系はなく、理科系のみ

の大学であった。北海道大学、大阪大学に経済学部が設置されたのは、1953 年になってからであ

る。これらの旧制帝大系の経済学部は、いずれも、経営学の講座数は、現在に至るまで少ない。 

 

7-5戦時体制の連続性   

 戦後の学制改革や教育の民主化は、確かに、多くの面で大きな影響を与えた。形式的には、新

制大学が成立し、理念的には、教育の民主化が成立した。しかし、戦時体制下の制度は、そのま

ま継承することになる。 

 これまで全く別系統にあった学校が、同一府県内にあるという理由のみから機械的に、新しい

国立大学へ統合されていった。高商系の国立大学で、戦後の新制大学の発足時に、統合しなかっ

たのは、現在の一橋大学と小樽商科大学のみである。伝統をもった高商の中には、こうした一方

的な統合方針に抵抗するものが少なくなかった。しかし、形式的には、改革が、戦後の混乱の中

で、占領軍の強い指示のもとにきわめて短期的に実施された。天野（1993, p.191）は、次のよう

に述べている。｢すべてが単一の四年制の新制大学という新しい皮袋には、明治以来の高等教育の

ピラミッド状の構造という古い酒が、ほとんどそのままに盛られることになったのである。その

意味で高等教育の戦前と戦後は、断絶することなく、完全に連続していたといわなければならな

いだろう｣。    
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 戦後の学制改革により、高商は、国立大学経済学部となった。しかし、一県一大学の原則の下

で、戦時体制以前は、公立中等教育機関であった同一都道府県内の師範学校との統合によって、

いわば｢マイナスの遺産｣（天野、1986、p.109）を引き継ぐことになる。経営学の中心的な研究・

教育研究機関となるべき、旧制高商系の国立大学経済学部の影響力は、戦時体制以前よりも、概

して低下しているといっても良いだろう。旧制高等学校のみを吸収して新制大学になった旧制帝

国大学と、高商のように、師範学校と統合を余儀なくされ、国立大学経済学部になった E & E

（Economics &  Education）大学との格差は、むしろ拡大した。すなわち、その意味では、戦時体

制が拡大再生産されたことになる。 
 戦時中に増殖した工業専門学校から成立した工学系や師範学校の後を引き継いだ教員養成系の

比率が高かった。一方、社会科学、特に、経営学の研究や教育は、抑制されたままとなった。在

学者の学部別構成でみると、私立大学、公立大学ともに、法商経など文系学部がしめる割合が圧

倒的に高い。しかし、国立大学では、法商経をあわせても 12％にすぎず、工学が 26％、農学が

9％、教員養成が 25％を占めるなど理工系および教員養成の比率が高い（天野、1993、p.313）。 
 高等教育機関の果たす役割は、大きいと考えられる。例えば、総じて工学部が充実していたた

めに、わが国製造業の技術水準が世界最高水準となったといわれている。国立大学の工学部は、

ほとんどの都道府県に設置され、56校に達し、大学院も博士課程まで設置されている。 
 わが国の農業の国内総生産（GDP）に占める比率は、わずか 1％であるが、農学部のある国立大

学は、30 校に及んでいる。さらに、農学部には、工学部と同様に、博士課程まで設置されている

場合が多い。 
 一方、国立大学で、経営学部が設置されているのは、神戸大学と横浜国立大学のわずか 2 校で

あり、商学部は、一橋大学と小樽商科大学1112の 2 校のみである。経営学部と商学部をあわせて４

校に過ぎない。さらに、国立大学のうち、大学院博士課程が研究科単位で設置されているのは、

戦前からの商科大学である一橋大学と神戸大学の 2 校だけである。さらに、ビジネスマンを対象

とした修士レベルの専門大学院が設けられているのも、やはり一橋大学と神戸大学が中心である。 
 経営学では、日本最大である一橋と神戸の 2 校の教官数を合計しても、米国ハーバード・ビジ

ネススクール 1 校の半分にしかならない。他の国立経済学部にも経営学の学科や講座はあるもの

の、経済学部は、上記の大学を含めても 24 校に留まる。国立大学の法学部は、経済学部よりさら

に少なく 15校しかない13。 

このように国の政策は、量的にも経営学を始めとして社会科学を抑制しているといえる。 
 官僚による統制という側面も 1940 年体制と共通している。戦後改革によって、軍の官僚組織は、

消滅した。しかし、内務省以外の官庁は、殆ど同じ形で残ったと言われている。 
 文部科学省は、既設校をモデルに同型繁殖的な増設方策、横並び的な政策を採っているために、

ファイナンスや電子商取引などの先端的な分野についての研究・教育体制が、立ち遅れてしまい

がちである。 
 旧制高等学校を母体とした経済学部が 1980 年前後に設立されたものの、経営学の分野は、十分

ではない。また、国立大学経済学部による新たな経営学部設置は、横浜国立大学経営学部を例外

として、実現されていない。東京大学にも経営学修士課程（ＭＢＡ）は、設置されていない。 

  

7-6 1940年体制と東京都立産業技術大学院大学 

まさに、戦時体制下の 1940（昭和 15）年 1月に我が国最初の公立高等工業学校として、「府立

 
11 1941年に、日本商業精神の確立をめざし、国史、日本産業論、東亜経済論等の必修科目が新設された。 
12 小樽商科大学は、商学部の 1 学部である。商学科だけではなく、経済学科、企業法学科、社会情報学科を含んで

おり、純粋な商学部とはいえない。 
13 なお、私立大学は、経営学部 56校、経営情報学部 21校である。商学部は 30校で、経営学部か商学部のいずれか

がある私立大学は、98 校に達する。なお、農学部のある私立大学は、3 校に過ぎず、国立大学の学部構成と大きく

異なる。 



１３ 

 

高等工業学校」（略称：府立高工）が東京市品川区鮫洲町237番地 （現在の東大井1-10-40）に認

可され、1940（昭和15）年4月に開校した。修業年限は3年で、電気工学科と機械工学科の2学科

で出発した。 

なお、「府立高等工業学校」の校名は、1943（昭和 18 年）年 7 月 1 日、東京都制施行により、

「東京都立高等工業学校」、翌 1944年（昭和 19年）年4月1日には、文部省の指示により、国立

と歩調を合わせて、「都立工業専門学校」と改称された14。 

 戦後の学制改革により、1949（昭和 24）年に、「都立工業専門学校」が母体となり、「東京都

立大学工学部」が鮫津キャンパスに設置された。東京都立大学工学部の学生は、2年間は目黒キャ

ンパスで教養課程を履修し、3年生、4年生、大学院生が鮫洲キャンパスで学んだ。「府立高等工

業学校」の初代校長は、元神戸高等工業学校（新制神戸大学工学部の前身）教授の清家正であり、

東京都立大学初代工学部長となった。隣接する車両検査場の場内放送での講義中断や、海沿いに

あったことから 1949（昭和 24）年に台風による波浪で、併設された寮が損壊するなど問題もあり、

1961（昭和 36）年 12月に、深沢キャンパスへと移転することになった。その後、南大沢に移転し

て、2005（平成 17）年首都大学東京が設置された。 

 大学院レベルでの教育研究が鮫津の地で再び行われるようになったのは、2006 (平成 18) 年 4 

月に開学した産業技術大学院大学となる。 

 

7-7 教育研究における1940年体制の連続性 

わが国の工学教育は、東京大学工学部の前身である工部大学校が設立されるなど、戦時体制以

前から重視されてきたが、1940 年体制下で、一層強化された。総力戦として、技術者を養成する

必要性があったためである。1930 年と 1946年を比べると、工業専門学校は、21校から 32校に、

1939 年に 7 校が設置され、以降高商からの転換を含め戦時中に 4 校が設置された（天野、1986, 

p.108）。 

 時代の制約を受けて、その施設や設備や人材は必ずしも十分ではなく、困難な状況で教育に当

たらざるを得なかった。しかし、戦後の高度成長期には、戦時体制下で設立された工学教育が産

業振興に貢献することになる。 

1940 年体制は、現在の我が国の教育研究に大きく影響している。例えば、官立の高等商業学校

は、13 校に留まり、一部は、戦時中に、文部省から工業経営専門学校への転換を命じられた。現

在でも国立大学の法学部が 15 校、経済学部が 23 校であるのに対して、工学部は、56 校に上る。

社会科学が抑制的で工学部が多い構造は、1940年体制下で生まれたのである。 

歴史の研究にとって「if」は禁物であるといわれるが、｢もし、太平洋戦争や 1940 年体制がな

く、高工の拡大策がなかったら｣、東京都立大学に工学部はなかったし、産技大も存在しなかった

であろう。 

1940 年体制論の主張は、現代の我が国の経営システムは、日本固有の文化を背景とした固定的

で不変なものではなく、変更可能であるという点である。研究教育も産業構造の変化に対応しな

ければならない。日本で経営学というと文系と思われているが、米国マサチューセッツ工科大学

（MIT）等では、経営学の研究と工学の研究の連携が当然のように行われている。 

産技大は、1940 年体制からの経緯とした恵まれた工学系教員の定員を活かして、産業構造の変

化に対応している。文部科学省は、既設校をモデルに同型繁殖的な増設方策、横並び的な政策を

採る傾向にあるために、例えば、ファイナンスや電子商取引など工学と経営の連携が必要な先端

的な分野についての研究・教育体制が、立ち遅れてしまいがちである。産技大をモデルとするよ

うな工学分野と経営学分野の連携が一層求められているわけである。 

以上のように、研究・教育環境についても 1940 年体制論が成立する。国立大学の構造的特質の

一部は、依然として維持され、戦時体制の影響が今日まで続いていると考えられる。大学院博士

 
14 鮫津の地には、新制の鮫洲高等学校(1949-1957 まで都立大附属校)、1962（昭和 37）年には、新制の東京都立工業

高等専門学校（現在の東京都立産業技術高等専門学校）が設立された。旧制の専門学校と新制の専門学校は、名称

からして混同しがちであるが、異なることには注意が必要である。 
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課程が一部の大学に独占されるなど国立大学間の大学としての基本的条件に大きな落差があり、

産業構造の変化に対応しえていない（天野、1993、ｐ.313）。とりわけ、経営学分野では、そう

である。わが国の経営学を代表とする社会科学分野を厳しく抑制した政策は、米国等と比べて、

きわだった特徴となっているのである。 
 歴史の研究にとって「if」は禁物であるといわれるが、｢もし、戦時体制がなく、高商の縮小や

変質がなかったら｣、｢もし、戦時中に、師範学校が官立の専門学校に昇格せずに、府県立の中等

教育機関のままだったら｣といったことを考えるのも無意味ではなく、考えさせられる。おそらく、

戦時体制がなければ、わが国の経営学の研究教育体制は、現在と大きく異なっており、それは、

現在より豊かなものであったに違いない。 

 経営学を始めとして社会科学の分野においては、企業も大学もゼネラリスト志向であり、専門

的知識の養成を重視していなかった。こうした研究者や専門家の養成が不十分であったことが、

今日の閉塞感につながっていると考える。 
 1940 年体制論の主張は、現代のシステムは、日本固有の文化を背景とした固定的で不変なもの

ではなく、原理的には変更可能であるという点である。国家戦略として、研究教育体制を強化す

べきであり、専門性を高め、産業構造の変化に対応しなければならない。 
  

8.今後の日本的経営 

8-1日本的経営のメリット 

日本的経営は，1980 年代を通じて世界的注目を受けた。今後も、コミットメント志向の日本的

経営にメリットが多いこともたしかである。 

第 1 に、事業の転換や技術の変化などによって、多くの企業で、これまで働く人がもっていた

のとはまったく異なった技能が必要になるケースが増えている。自分から進んで学ぼうとするコ

ミットメントが必要であり、企業は、そうした学習の場を提供することと、コミットメントを高

めることが、ますます必要である。 

第 2 に、組織体に雇用されているかぎり生活が保障されていなければならない。組織体のなかで

は、平等に多くの人にチャンスがあり、安心して働くことができ、知識の蓄積と情報共有ができ

る。成果主義の導入が進み、従業員 1000 人以上の規模の企業における 80%以上が成果主義をすで

に導入済みとされている。しかし，成果主義を導入した多くの企業で組織コミットメントの低下

といった問題がおき、成果主義の見直しが進んでいる。 

第 3 に、現場主義や技能や知識の蓄積や情報効率といった日本企業のメリットは、IT の進展で、

じつは優位になっている。IT によって、日本企業の情報効率性の高さが失われたと捉えることは、

情報化の本質を捉えていない15。革命ともよばれたいわば、ITを利用した「プロダクト・イノベー

ションの時代」はすぎ、IT を利用したプロセス・イノベーションの時代が到来している。IT を利

用した知的熟練の時代である。たとえば、高度に ITを使った電子カンバン方式である。 

第 4 に、長期的な雇用関係から、労働者が職を失うことを恐れて、合理化に抵抗するという資

本主義の矛盾は、起こらない。生活が保障されているので、現場の労働者も、喜んで、会社の技

術革新に積極的に協力する。ロボット技術などが広範に導入できたのも日本的経営の利点である。

第 5 に、日本企業の方が、地域社会の貢献といった社会的責任や経営理念を共有しやすい。経営

者も従業員も、長期的な企業価値を重要視しているからである。米国で典型的なモデルにおいて、

株主ばかりではなく、外部から莫大な報酬で招聘された経営者も短期業績志向の従業員も短期的

な利益を志向すると、社会的責任や企業理念が共有しにくい。たとえば、経営者と CFO などが粉

飾決算などの不正会計を行い、投資家を欺くという不祥事が発生しやすい。こうした現象をエン

 
15 私は、デジタル時代だからこそ組織力が重要になるという「IT 組織力依存論」を提唱している。板倉（2017、

pp.232-249）。実証研究としては、Itakura(2001)や板倉（2002）を参照のこと。 
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ロン病（Enronitis）という。また、米国の環境に対する意識は低いといわざるをえない1617。 

 

8-2日本的経営のオーバーラン 

もっとも下記のような点において日本的経営がオーバーランする危険性がある。 

第 1 に、日本企業の安定的長期的な人的ネットワークを重視するあまり、産業構造の変化にとも

なう事業再編や雇用削減が行えない、あるいは、決断に時間がかかるなど、資本効率に甘くなる

というデメリットが生まれやすい（伊丹、2000）。投資家からの統制も監査役からの統制が弱い

と、経営の緩みがおこりやすい。こうしたデメリットを防止し、安易な多角化や過剰な投資など

を防ぐため、資本コストを意識したマネジメントの必要性は高まっていることはたしかである。 

第 2 に、日本企業の特徴として、顧客志向があげられる。しかし、いきすぎた顧客志向も注意

しなければならない。現在の顧客のニーズを第一と考えると、無用な機能によって価格が高くな

る可能性もある。 

第 3 に、現場主義についてもまったくデメリットがないわけではない。たとえば、企業内の IT

システム開発を現場に任せることは、社内ニーズ＝開発目標、となってしまい、莫大なシステム

開発費用が必要な結果となる。 

第 4に、異質のものへの警戒感である。イノベーションは異質の取り込みから生まれる。やや

もすると日本国内市場で十分という認識から、閉鎖的な考えになりやすい。独創的なアイディア

や技術を生み出す人材、すなわち知的創造性にすぐれた人材を育てなければならないという問題

意識は重要である。 

第 5に、会社の実態と会社法に乖離が存在することである。日本は、純粋な資本主義ではなく、

企業が株主のものであるというのは建前でしかない。 

従業員共同体から選抜された上級管理労働者である経営者が安定的な地位を得ており、投資家に

よる統制は働いていない。柔軟で長期的な経営を行うことができる一方で、経営の緩みや不祥事

が起きやすい。資本家の統制が存在しないため、不祥事は限りなく進行する。取締役会、監査

役、公認会計士などは、経営者に従属しており、株主総会も形骸化している。そのため、資本主

義の下のような統制機能が存在しない。本来は、取引先などとの関係に利用されるべき、会議費

や渉外費が、内部の従業員に流用されることが日常化している実態は、資本主義の企業では許さ

れないであろう。公認会計士などから摘発され、解任されてしまうだろう。 

第 6に、外国資本に対して、脆弱であることである。制度上は、資本主義であるから、外国資

本の支配下に置かれてしまう危険性はある。いわば、戦時体制以前の資本主義が復活することに

なる。 

以上のようなオーバーランには注意が必要であろう。 

 

 

9．さいごに 

 
16たとえば、米国、とくに東部地域では、毎年大きな生のモミの木等のクリスマスツリーを買っては捨てることが

一般的である。クリスマスが終わると、道路に使い終わったツリーが捨てられる。大規模に低コストでクリスマス

ツリーを栽培しているから問題がないという考え方である。しかし、日本では、木が減っており、木は大切と教わ

っているから、毎年買っては、生木を捨てることには気がひけるというのが通常の感覚であろう。 
17米国の初等教育学校の給食は、カフェテリア方式が多い。冷凍ピザなどが多いが、食器をもちいず、紙皿や紙コッ

プは使い捨てである。食べ残しに対して躊躇することはまったくみられない。給食時間終了時には、ジャニター

（Janitor：清掃係）がただちに回収する。また、日本の小学校、中学校、高等学校では、放課後に児童・生徒が掃

除をするが、米国では、学校の清掃は Janitorが行い、児童・生徒は掃除をしない。多くの Janitorは、ヒスパニッ

ク系など移民労働者である。教員は教員、事務は事務員、窓ふきは中も外もビルの清掃会社が担当する。むやみに

掃除をすることは、他の職種の仕事を奪うとみなされる。まさに、効率を求める分業体制にある。日本の全員で問

題解決にあたろうという考えとは異なる。 
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外国のモデルを取り入れればよいということにはならない。短い労働時間や棲み分けによる過

当競争がないようにみえるドイツのモデルは、理想的にみえるかもしれない。しかし、日本は、

顧客志向であり、ドイツ流の供給者志向とは、正反対である。顧客志向の日本企業が、顧客に長

い納期で対応すれば、たちまち、顧客の信頼を失うであろう。残業を前提としている労働者にも

利益にならない。 

コミットメント志向の日本的経営のメリットは、デジタル時代だからこそ、活かされる。デジ

タル時代だからこそ、企業にとってほんとうに役に立つ能力は、組織コミットメントを基盤とし

た知的熟練とでもよぶべき、複雑で高度な能力である。組織コミットメントの高い人材をどれだ

け抱えているかが、企業の見えざる資産を構築すると考えられるからである。 

日本は働き方改革が叫ばれているが、それで構造改革ができるわけではない。 むしろ米国の研究

はコミットメントを強める働き方が競争力を強めるという分析であった。1940 年体制の影響で社

会科学の教育研究が脆弱であることから、生産性やイノベーションの要因分析や管理会計などマ

ネジメントができていないのが課題である。 

日本流資本主義は、古代から日本人の民族性から由来しているのではない。1940 年体制以前の

日本は、資本主義であり、短期間に日本流資本主義が成立した1940年体制から83年あまりに過ぎ

ない。日本流システムの全部が悪いというわけではないが、日本経済が低迷している今こそ見直

しが必要であることは間違いない。現状がいかにして成立したのかを理解することは、問題点を

探る上で有効であろう。 
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ポスト会社人生における中高年齢者のキャリア・ドライブ 

～仕事の「かざぐるま」についての考察～ 

Career-Drive of Middle and Senior Employee after Retirement；Discussion on ‘Career-Kazaguruma’ 

坂本 弘子 

（キャリアコンサルタント） 

1. はじめに 

2022年 9月 15日現在、国内の 65歳以上の高齢者は前年より 6万人増えて 3572万人と過去最高

だった。全人口に占める割合は 29.1％と、こちらも過去最高だった。「人生 100年時代の到来」が

叫ばれ、政府による超高齢社会に向けた施策が次々と打ち出されている。人的資本経営の観点か

ら、リスキリング（学び直し）支援策も動き始めている。しかしながら、中高年齢者（厚生労働

省の定義では 45 歳以上）を取り巻く仕事や企業の状況は安泰・安穏とは言いがたく、むしろ厳し

く切実である。日本の賃金はいまだ伸び悩みが続いているが、大きなしわ寄せを受けているのが

40～50 代の中高年であり、社員の高齢化で管理職につけない人も増えた。中高年のセカンドキャ

リアといっても、デジタル時代の急速な変化のなかで年齢による線引きはむしろ激しくなり、IT

ネイティブ世代からは「使えないおじさん・おばさん」と呼ばれることさえある。そうであって

も、大多数の中高年者の意識はいまだ終身雇用・年功序列からバージョンアップされておらず、

自らスタートアップを志す動きもきわめて限定的である。中高年問題は「置き去り」にされた課

題なのである。その経験や能力を生かさねば社会にとっても大きな損失になるのだが、そのため

には彼ら各人が時代の変化にあわせて変わるしかなく、そのための研究が早急に求められている。

この手付かずのままの領域に取り組むのが本研究である。 

 

２. 職業のメタファー 

(１)かざぐるまモデル 

本研究におけるキャリアの定義としてスーパー（Super）の解釈を用いることとする。スーパー

は「アメリカで『職業からキャリアへの転換』が 1950 年代の始めに行われたが、その推進者の 1

人」であり、「キャリアという用語が持っている最も基本的な要素とその広がりをよく示している」

（木村、2010、12頁）からである。 

「A Career is defined as the combination and sequence of roles played by a person during the 

course of a lifetime（筆者訳：キャリアとは、生涯を通じてある人が行うさまざまな役割の組み

合わせと連続である）」（Super、1980、p.282）。スーパーは職業生活以外の多様な役割によってキ

ャリアが構成されるという観点から、労働市場におけるお金を稼ぐための賃金労働だけではなく、

社会的活動や町内会の役職、家族の介護なども含めた、人と社会の幅広い関わりの全体をキャリ

アと位置付けている。 

日本では、職業社会学において職業の定義として尾高邦雄の 3 つの要素が広く認識されている。

現代でも尾高の定義を基にした研究が行われており、いわば定説として社会学辞典にも収められ

ている。3つとは「個性の発揮」「役割の実現」「生計の維持」である。 

これらの要素について尾高は、「関係が調和的であるとき、職業はその理想形態を得ることがで

きる」「しかるに現実の職業は多くのばあいこのような均衡関係を欠いている」「すなわち職業の

現実形態においては、右の三要素のいずれかが支配的であり、他の要素はこれに従属しながらも

これに帰一することなく、したがって相互に一種の緊張関係に立っている」（尾高、1953、50 頁）。

現実には、すべての要素が均等ではなく、緊張感を持ってバランスを取り続けているのだという。 

さらに尾高は「たがいに切り離しがたく関連している。それらのひとつのみが、あるいはそれ

らが離ればなれに、職業を規定しているのではない。この三つの要件のあいだには一つの動的統

一あり、かかる統一をなしてそれらは職業を規定しているのである」（同、48頁）とも述べている。 

言ってみれば３つの要素は、固定されて押しても引いても動かない３本の柱ではない、という

ことである。時代が移ろって環境が変われば、3つの要素はゆらゆらと風に吹かれるかのように揺
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らぎ、時には傾いたり支え合ったりするであろう。 

 

 
図表１ 職業のメタファー かざぐるま （尾高、1953から筆者作成） 

 

けれども 100％風任せの吹き流しではない。人間は自分の意思を持っている。自分をコントロー

ルする力も、万能ではないにせよ、少なからず保有している。だとすると、仕事は図表１のよう

な「かざぐるま」なのではないだろうか。いつもの場所にいて受け身で風次第に回ることもでき

るが、風を受け止めるために向きや場所を変える、あるいは回りやすくするための工夫をする、

など自力でよりよく回すことも可能である。本研究では独自の取り組みとして、かざぐるまをメ

タファーとして中高年のセカンドキャリアについての論考を深めていきたい。 

そのうえで、時間の経過を考慮する必要がある。尾高の主舞台となった戦後期は、日本企業の

終身雇用・年功序列制度の黄金時代であった。爾来 70 年以上が経過して経済や社会が変化し、仕

事を取り巻く環境も働き方も、そして仕事そのものまで様変わりした。「動的統一」の理論である

からには、時代状況や社会環境の影響を受けるのは当然であり、そうした変化をかざぐるまモデ

ルに取り込み、新しい提言を行わねばならない。 

したがって本研究では新しいかざぐるまモデルによって、 

１） 中高年の会社員がかざぐるまを主体的に回して、よりよいセカンドキャリアを構築するに

はどうすればいいのか 

２） かざぐるまを回す力にはどのようなものがあるのか 

を探る。中高年齢者が持っている貴重な経験や能力を様々な形で社会に還元できれば、新たな価

値創出への貢献が可能になる。そうした社会の実現を目指して、本研究に取り組むこととする。 

 

(２)かざぐるまの変化 

先行研究を重ねた結果、現代の中高年会社員に不足しているものとして、会社ではなく自分が

主体となってキャリアを考える「キャリア自律」、多様な活動に関わる「パラレル・キャリア」

「ポートフォリオ」、お金のためだけではない働きである「パーパス」といった要素であることを

抽出した。中高年会社員のためのセカンドキャリア支援に向けて、先行研究からあぶりだされた

これら不足要素を取り込んだ仮説を構築する。 

まずは仮説構築のためのインタビューを実施した。中高年会社員のセカンドキャリアに関する

現状に詳しい専門家に４名に 2020年秋、個別にインタビューを行った（一部、zoomによるオンラ

イン・インタビューを含む）。 

インタビュー内容から、中高年の実態や企業の現状に関わるキーワードを絞り込んで、図表２

にまとめた。 
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図表２ 専門家へのインタビュー 

 
 

中高年個人に対しても、会社・社会に対しても、厳しい評価が目立った。とりわけ注目すべき

は「時代が大きく変わっているにもかかわらず、中高年『個人』の『意識・認識』が変わってい

ない」とする指摘であった。一部を紹介する。 

「長年勤めた企業を早期退職して、次の就職先がスムーズに決まるのは１割。なんとか決まる

のが５割。残る４割は決まらない。自分の過去の実績への自負が強く、現実離れした条件にこだ

わる」「会社以外のコミュニティを知らないから、新しいコミュニティに入れない。指示やプレ

ゼンテーションはできても、雑談ができない。とくに男性」「50歳を過ぎると再就職は難しい。

企業の人事窓口は年齢だけで判断する」「企業内研修の講師を務めているが参加者が受け身で、

会社の枠から出ず、自社の論理にとどまる」 

とくに注目したのは「個人」である。個人の意識が終身雇用時代と変わっていない。まずは当

人に社会状況や自己の置かれている立場を認識してもらわなければならない。現代社会における

仕事の変化をわかりやすい形で示すために、かざぐるまモデルはイメージしやすく有効と考え

る。ただし既存の３枚の羽のモデルは 70 年前のもので、時代の変化が反映されておらず、中高年

の凝り固まった意識やアタマを変革するには不十分である。ここまで述べてきた論点を、既存の

モデルに取り込み、新しいバージョンの独自のかざぐるまを設定する。追加すべき新しい要素を

「3つのP」に集約する。 

P1）パーパス（purpose）：無償の仕事など目的の重視 

P2）ポートフォリオ（portfolio）：パラレル・キャリアなどの多様な活動 

P3）パーソン（person）：個人が主体となるキャリア自律 

 以下、それぞれを詳しく述べる。 

P１）パーパス：目的の重視 

生計のための収入が必要であることは不変だが、現代の人々は報酬だけではなく「目的」の

ために働くことを日常化している。プロボノのように本業の専門性や経験を生かした社会課題

解決であったり、介護や育児、ボランティア活動であったり、形も性質も多様である。実費程

度を受け取ることもあれば、無償の場合もある。いずれにせよ生計の維持以外の「目的」を目

指すというからには、ここにもう一枚の羽を追加するべきである。こうしたパーパス・ドリブ

ンな羽を「目的の重視」とする。目的は社会の中のある一定の役割を果たすことになるため、

「生計の維持」と「役割の実現」の間に置く。 
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P2）ポートフォリオ：多様な活動 

  人には職場である企業や団体での役割はもちろん、社会や地域、家庭における役割があるこ

とはスーパー（1980）によって明らかだ。加えて、一人が同時並行的に複数の収入を伴う職業

を持っていたり、職業と社会活動を両立させていたりと、複数の役割を、場合によって重層的

に行うことで、会社以外の価値観や文化に触れ、多様なコミュニティ経験を得ることができ

る。グラットン・スコット（Gratton＆Scott,2016）が言うところのポートフォリオである。こ

の重要性を表す羽を「多様な働き」として「役割の実現」と「個性の発揮」の間に追加する。 

P３）パーソン：キャリア自律 

  本稿で重要なキーワードが「個人」である。かつて会社員のキャリアを考えるのは会社であ

り、会社は年齢を基準とする画一的なキャリアを用意しておけばよかった。しかし個人が自分

のキャリアを主体的に考え、あらゆる可能性を検討して準備をする必要がある。こうした「キ

ャリア自律」の羽を「個性の発揮」と「生計の維持」の間に位置付ける。 

 以上により、かざぐるまモデル中高年2021年バージョンは図表３のようになる。新たに 3つの

Pを追加するモデルは現代のキャリア情勢を反映しており、現状に即したキャリア理解を促しや

すくなった。そこで、中高年 2021年バージョンのかざぐるまモデルを基にした尺度の開発に取り

組むこととする。各自のキャリア意識を尺度で測定して数値化できれば、自らの立ち位置を客観

視することが可能になる。また、かざぐるま尺度が高い人はセカンドキャリアを切り拓いていけ

るという関係が証明できれば、セカンドキャリアに向けて動き出す動機につなげられる。 

 

なお、かざぐるまモデルは図表４のように地面と平行に、水平に回ると想定している。時代の

風が受けやすくなり、かざぐるまがより回ることによってスパイラルアップし、個人の幸福感や

仕事満足度などwell-beingが高まると仮定できれば、中高年もセカンドキャリアに対する「引

退」「退場」といった否定的な印象を薄めることができて、意欲を持って取り組めるのではない

だろうか。 

 

 
図表3 中高年2021年バージョンのかざぐるま 
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図表４ スパイラルアップするかざぐるま（商品名 In the Breeze：販売者Sweet Peaをもとに筆者作成） 

 

(３)回らない原因 

ここからは、かざぐるまをよりよく回す動因を探るための仮説構築に入る。実物のかざぐるま

が回らない主要な原因（本体や部品などの故障・破損を除く）には、図表５にある A、B、Cの3

つがある。 
図表５ かざぐるまを回すには 

 
つまり、かざぐるまをより回すためには、A、B、Cの「回らない原因」を取り除くための対応、

すなわち「回すためには」を実行すればよい、ということになる。それらを「具体的な行動」に

落とし込めば、かざぐるまを主体的に回すモデルが作れる、と考える。 

以下、項目ごとに説明する。 

（A）風が当たらない⇒風が当たる場所に行く⇒外に出る、社会に出る 

風が当たらない、あるいは当たっても風が通り抜けない場所にいると、かざぐるまは回ら

ない。この課題を解決するには、風が当たりそうで、通り抜けそうな場所に出ていく、すな

わち外に出る、社会に出る、と置き換えられる。自分が所属している会社や家庭以外の集

団、あるいは年代や業種が異なる集団など、身を置く場所を変えながら風が吹く場所を探

す。 

（B）風力が不足⇒他人にあたる風も取り込む⇒他人と雑談する、井戸端会議をする 

自分に当たる風だけでは不十分な場合、他者に当たる風も取り込むことで風力をアップでき

る。そのためには家族や同じ職場の同僚だけでなく、多様な人と関わる。多彩なジャンルの

情報やよもやま話の中から、自分に適合する風を探すことが不可欠である。専門家インタビ

ューでも、中高年のコミュニケーション課題が指摘されていることから、他者との雑談や井

戸端会議への参加を仮説とする。 

（C）かざぐるま本体が重い⇒本体を軽くする⇒気持ちを前向きに、軽くする 

かざぐるま本体とは自分自身のことである。否定的な気持ちのままでは、回る羽も回れな

い。意識的に気分転換をして、気持ちや姿勢を前向きにリセットすることによって、本体を

軽量化する。 
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(４)仮説 

仮説の全体像を示す。ここまでの検討から、中高年齢者の個人の意識に課題があることが明ら

かになり、「3つのP」を加えた中高年 2021年バージョンのかざぐるまモデルが有効であること

を述べた。さらには、個人の意識を測定するために新しいかざぐるま尺度を開発すること、新し

い尺度とセカンドキャリアとの関係を証明できれば、効果的な対策につなげられる、という考え

を示した。さらに羽をより駆動させて尺度を高めるため動因として、実際のかざぐるまを駆動さ

せる条件 3つをメタファーとしてあてはめて仮説を設計することとした。 

これらから本研究における仮説を特性要因図（Fish Bone）で表したのが図表６であり、仮説の

0から 4を以下のように設定する。 

 

 
図表６ 特性要因図（Fish Bone） 

 

【仮説0】 かざぐるま尺度には妥当性があり、かつ既存尺度にはない新規性がある 

かざぐるまを見える化して会社員の意識改革を促すために活用するには、わかりやすい尺度を

開発することが近道である。ただしオリジナルの尺度であるため、既存のキャリア尺度やそれら

の研究と同じ方向性を有しているか、反するものになっていないか、妥当性を検証する必要があ

る。検証のために、複数の既存のキャリア尺度を用いる。また既存の尺度とまったく同じであれ

ば、新しく設計する意味がなくなり、既存尺度で十分となってしまう。既存尺度にはない新規性

や独自性があるのか、定量調査によって検証する。 

【仮説1】かざぐるま尺度が高い人はセカンドキャリアを切り拓くことができる 

中高年会社員に、かざぐるまモデルについて実感を持って理解してもらい、自己認識を確立し

てもらうには、尺度を開発して数値化し、「あなたの評価はこれ」と具体的なデータ提示が効果

を発揮する。尺度が高い人はセカンドキャリアを切り拓けるという仮説が証明できれば、自信を

持ってセカンドキャリアへの道を歩める。セカンドキャリア経験の有無によって分けた 2つの集

団を比較することによって検証を行う。 

【仮説2】外の社会と関わることで、風が当たり、かざぐるまがより回って尺度が高まる 

「かざぐるまが回らない要因 A」に対応。検証は定量調査および定性調査による。 

【仮説3】井戸端会議などで他者と関わることで、他者からの風を受けて風力アップし、かざぐ

るまがより回って尺度が高まる 

「かざぐるまが回らない要因 B」に対応。検証は定量調査および定性調査による。 

【仮説4】意識を前向きに保つことで自重が軽くなり、かざぐるまがより回って尺度が高まる 

「かざぐるまが回らない要因 C」に対応。検証は定量調査および定性調査による。 

 



２４ 

 

３．尺度の検証 

（１）尺度の設定 

 かざぐるま尺度は、前章で提示した「かざぐるまモデル」を基本とする。かざぐるまモデルの6

枚羽を設問の6項目（○印）とし、隣接する羽どうしのつながりをよくするための3項目（◎印）

を追加して、計9項目とする。 

○仕事とは生計維持のために収入を得ることだと思う(生計の維持) 

○ボランティアや介護は無償ではあるが、社会に必要な仕事である（目的の重視） 

◎自分の経験や力を、地域や社会のために生かせるのならうれしい 

○仕事とは組織や社会における役割を実現することだと思う（役割の実現） 

○ひとつの会社の社員だけでなく、各自がさまざまな役割を担っている（多様な活動） 

◎自分の職場以外に、さまざまなコミュニティと関わることは楽しい 

○仕事とは自分の持っている個性や能力を発揮することだと思う（個性の発揮） 

○キャリアを会社任せにせず主体的に考えることが大切だ（キャリア自律） 

◎自分のキャリアをあれこれ模索することによって新しいチャンスも期待できる 

なお、本研究において回答は 5件法とし 

「1とてもあてはまる／2おおよそあてはまる／3少しあてはまる／4あまりあてはまらない／5

まったくあてはまらない」。 

質問項目があてはまるほど、かざぐるま尺度のスコアが小さく、スコアが小さいほうが優れて

いるという設定である。 

 

(２)尺度の妥当性 

【仮説0】 かざぐるま尺度には妥当性があり、かつ既存尺度にはない新規性がある、について

の検証を行う。 

かざぐるま尺度がキャリア尺度として有効かどうか、近年の研究と一定の方向性を共有できる

のかといった妥当性を調査するために、ウェブアンケートによる調査を第 1次調査として 2020年

9月 28、29日に実施した。アンケート構成は図表７の通り。調査会社マクロミルと契約し、同社

のパネルモニター104人から回答を得た。回答者の抽出にあたっては、事前スクリーニングによっ

て、以下の条件を満たす人のみを選んだ。職業；勤続 1年以上の会社員／規模；勤務先が従業員

20人以上の企業／年齢；45歳～64歳で、5歳刻みの 4区分に割付を行った。 
図表７ 第1次調査 アンケート構成 

 
 

かざぐるま以外の既存の尺度としては、キャリア・アダプタビリティ尺度（CA）、プロティア
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ン・キャリア尺度（PTC）、バウンダリーレス・キャリア尺度（BLC）の３つを取り上げた。いずれ

も近年のキャリア観の変化を反映している指標と考える。 

キャリア・アダプタビリティ尺度の質問は、益田（2009）が日本の事情にあわせて作成した 18

問から 6 問を採用した。プロティアン・キャリア尺度は武石・梅崎・林（2014）の日本語訳 14問

から 6 問を採用し、バウンダリーレス・キャリア尺度も同様に武石ら（2014）の日本語訳 13問か

ら 6 問を採用した。また、設問全体がキャリアに対して積極的な色合いが強いため、キャリア意

識の低い回答者が疎外感を感じて回答意欲を失うことのないよう配慮し、尺度とは別に 3 問を加

えた。かざぐるま9項目の質問への回答について平均値と標準偏差を点検したうえで、9問への回

答を合計した数値を「かざぐるま尺度（KZG9）」として分析に用いる。分析ソフトとしてJASPを使

用した。 

 

 
図表８ かざぐるま尺度 要約統計量 

 

要約統計量（図表8）を確認したところ、平均値 Mean、標準偏差 Std. Deviation、ヒストグラム、

バイオリン図に不自然な数値は見当たらず、分布もほぼ正規分布と考えられる。バラつき度合い

にも異常がないため、有効なデータと判断できる。 

続いて、他の 3 つの尺度の要約統計量を点検したうえで、かざぐるま尺度と他の尺度間の相関

を調べた。相関係数 Pearsons’rを確認すると、かざぐるま尺度が既存の 3尺度と正の相関を示し

ており、p-value もすべて＜0.001。また散布図からも正の傾きが明らかである。これらから、既

存のキャリア研究の方向性とかざぐるま尺度が相反していないこと、方向性として同じであるこ

とを確認できて、妥当性が検証された。 

 

(３)尺度の新規性 

 キャリア尺度として妥当性は示されたが。しかしながら既存の尺度とまったく同じ効果である

なら、新たな尺度を作る必要の性は乏しくなる。本節では、既存の尺度と比較して、かざぐるま

尺度の新規性を述べる。 

まずは属性とかざぐるま尺度との関係について点検した。結論として回答者属性とかざぐるま

尺度との相関関係は確認できず、属性との関係における特徴は検出できなかった。 

 次に Q2～Q８の質問と 4つのキャリア尺度について相関関係を探った。かざぐるま尺度について

は、「今の会社でいつまで働くか」「仕事満足」「得意なコミュニケーション」「幸福度」の p 値が

それぞれ 0.022、0.009、0.001、0.012 といずれも有意水準とされる 0.05 よりかなり小さく、相関

関係があることが明らかになった。 

他の尺度については、 

・キャリア・アダプタビリティ尺度は、得意なコミュニケーション 0.05、幸福度 0.047 と、有意

と判定できるギリギリの数値にとどまっていた。 

・プロティアン・キャリア尺度は、相関しそうな項目はなかった。 

・バウンダリーレス・キャリア尺度は、仕事満足度や幸福度に相関が見いだせなかった。 

これらから、かざぐるま尺度が他尺度と比較して、中高年の仕事満足度や幸福度といった well-
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beingに関わる意識を測定できることが明らかになり、新規性を有していることがわかった。 

そこで、かざぐるま尺度と有意であることが判明した４項目、すなわち「今の会社でいつまで

働くか」「仕事満足度」「得意なコミュニケーション」「幸福度」のうち、量的変数であり、かつ内

的な指標である仕事満足度と幸福度について、さらに分析を続ける。 

まず両者の要約統計量について確認した。なお、数値が小さいほうが仕事満足度、幸福度とも

に高い設定になっている。仕事満足度は平均値Meanが2.798と5段階の中央である3.000より小さ

く、「かなり満足している」が峰になっている。幸福度は平均値 3.202 で 3.000 より少し大きく、

「少し幸せを感じている」に峰があった。 

続いて分析ソフト Exploratoryを使って、かざぐるま尺度と仕事満足度の密度曲線を確認したと

ころ、多少なりとも満足感を感じている人については、かざぐるま尺度との関係が明らかになっ

たが、そうでない人については関係性が確認できなかった。なお、かざぐるま以外の他尺度は曲

線の峰が 2つあったり、満足度と尺度が無関係であったりし、有意な傾向は見られなかった。 

また幸福度に関しても、同様に密度曲線を確認したが、仕事満足度ほどの明確な特徴が見いだ

せなかった。幸福度は必ずしも仕事によってのみ決定されるわけではないが、相関係数が一定の

値であることとの兼ね合いから考えると、さらに検証が必要である。なお他尺度については有意

な結果はなかった 

さらに仕事満足度、幸福度の密度分布図を、JASPで作成した。 

 
図表9 かざぐるま尺度と、仕事満足度および幸福度との密度分布図 

 

図表９からわかるように、かざぐるま尺度は仕事満足度も幸福度も、回帰直線が右肩上がりで

あり、かつデータのとり方によって傾きが変わることがあっても、95％信頼区間（グラフのグレ

ー部分）内にとどまっている限り、直接の傾きがゼロになることはない。一方、それ以外の尺度

についても同様に密度分布を比較したが、いずれも 95％信頼区間内に傾きゼロの直線が含まれて

おり、帰無仮説を受け入れざるをえない。したがって、他の 3 尺度には仕事満足度や幸福度とい

った働く人の意識や気持ちとの関係性を見つけることはできず、かざぐるま尺度にのみ関係性が

あると結論づけられる。 

引き続き、回帰分析も行った。仕事満足度とかざぐるま尺度、幸福度とかざぐるま尺度につい

て、それぞれ線形単回帰分析を試みた。どちらも p値が 0.05以下であることから、帰無仮説は棄

却されて説明できるとわかる。ただし自由度調整済み決定係数 Adjusted R²が 0.5に届かなかった。 

以上の調査結果から、【仮説0】かざぐるま尺度には妥当性があり、かつ既存尺度にはない新規

性がある、について以下の結論を得ることができた。 

１)かざぐるま尺度は、既存の 3 つのキャリア尺度と同じ方向性を有しており、現代のキャリア

度を測定する尺度として妥当性がある 

２)かざぐるま尺度は、既存の 3つの尺度とは異なり、仕事満足度や幸福度との相関関係がある

という点において新規性がある。 
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４．仮説の検証 

(1)方法 

特性要因図 Fish Boneモデルを検証するために、ウェブアンケートによる調査を第 2次調査とし

て2020年11月17、18、24、25日に実施した。定年を待たずにセカンドキャリアを切り拓くには、

どのような意識や行動が求められるかを確認するために、調査対象を 2 つ設ける。45 歳以降の中

高年期にセカンドキャリアへの転身をしたかどうか、経験の有無によって2つの集団AとBに分け

て調査を行った。どちらも年齢は 45歳～59歳。調査会社マクロミルと契約し、同社登録のパネル

モニターのうち集団 Aが 103人、集団 Bが 104人の合計 207 人から回答を得た。集団 A：セカンド

キャリアを切り拓いた経験者103人／前の職業；会社員／現在の職業；会社員・公務員・経営者・

自営業・自由業・アルバイト／年齢；転身した当時 45 歳以上。集団 B：セカンドキャリア未経験

者 104人／職業；勤続 20年以上の会社員／規模；勤務先従業員 20人以上／年齢別に 45歳から 59

歳を3等分に割付した。 

アンケート構成は図表 10の通り。 
図表10 第2次調査 アンケート構成 

 
 

(２)検証 

第1次調査と同様、アンケートから得られたかざぐるま尺度9項目の合計値を「KZG9」とする。

スコアが小さいほうが優れている、という設定である。この合計値の要約統計量を、集団A、集団

B、および全体（集団A+集団 B）について調べ、集団ごとの差があるかどうかを確認する。 

Q1S1～Q1S9 かざぐるま尺度 9問

Q1S10～Q1S11 幸福度／仕事満足度 2問

Q1S12～Q1S17 A「外に出る」に関係する質問（仮説2 に対応） 6問

Q1S18～Q1S23 B「雑談」に関係する質問（仮説3に対応） 6問

Q1S24～Q1S30 C「軽くなる」に関係する質問（仮説4に対応） 7問

Q2～Q4 転身した年齢、期間、きっかけ 3問

Q5～Q7 転身までの迷い、準備、不足していたもの 3問

Q8～Q9 転身の決め手、転身先の情報の入手先 2問

Q2～Q4 勤続希望期間、自分にとっての会社、居場所 3問

Q5～Q7 退社についての気持ち、転身準備の有無、相談相手 3問

Q8～Q9 転身に必要な準備、仕事以外の活動 2問

集団A、B共通　【5件法による質問】30問

集団A 【仕事への意識に関する質問】8問

集団B【仕事への意識に関する質問】8問
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図表11 かざぐるま尺度の要約統計量 集団A（左）と集団B 

 

図表 11 で 2 つの集団を比較する。バイオリン図の左側にある集団 A の方がバイオリンの下側

（かざぐるま尺度が優れている側）にデータが寄っており、平均値 Meanも集団 Aが 22.845、集団

Bが 24.875。セカンドキャリアに転身した経験のある集団 Aのほうが 2.030小さく、かざぐるま尺

度において優っていた。両方のヒストグラムを比較すると、左側の集団 A は右方向に裾が長く、

集団 B は左方向に裾が長いことがわかる。ただし集団 A のバイオリン図やヒストグラムを点検す

ると、正規分布とは異なるデータのバラつきが見られる。ここには留意したい。 

次に、2つの集団を合わせた全体（n数207）で見ると（図表12）、平均値Meanは23.865だった。

両集団を合わせたことにより、ヒストグラムの山の頂上部分が平たくなり、尺度値15から30付近

に幅広く分布していることがわかる。 

 
図表12 かざぐるま尺度の要約統計量 全体（集団A＋集団B） 

 

これらのデータを基に、2章で示した仮説を順に検証する。ここでは紙幅の都合上、分析の詳細

なデータは割愛するが、以下の手順で分析を行った。 

 【仮説 1】かざぐるま尺度が高い人はセカンドキャリアを切り拓くことができる 

検証の方法として、セカンドキャリア経験の有無によって、2つの集団に違いがあることを証明

することとする。アンケートで得られた計 207 人分のかざぐるま尺度のデータのみを使って、各

サンプルが集団 Aのセカンドキャリア経験者か、集団 Bの勤続 20年以上の会社員かを、どの程度

判別できるのか、ロジスティック回帰による判別分析で探る。 

その結果、係数を確認すると、zスコアは 1.96より大きく、p値は有意水準の 0.05を下回って
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有意となり、判別可能であることが明らかになった。ただし判定直線の傾きはゼロにならない範

囲ではあるものの、混同行列 confusion matrixによる適合率が 0.566であり、圧倒的な判別率とま

では言えない点に留意したい。 

ここまでの分析から、集団 A のほうが集団 B よりもかざぐるま尺度に優れていること、かざぐ

るま尺度が集団に及ぼす効果に差があることがわかり、かざぐるま尺度の高い人がセカンドキャ

リアへの転身を果たしているという仮説を検証することができた。 

続いて【仮説2】以降の検証に移る。 

AとBの集団間に差がないという立場と、集団差を考慮する立場との両様で検証する。かざぐる

ま尺度 KZG9 を目的変数とする。説明変数としては、アンケートの設問のうち各仮説に対応する質

問のスコアの合計値を使う。たとえば【仮説 2】であれば Q1S12-Q1S17 のスコアの合計値を「仮説

2」スコアとする。【仮説 3】は Q1S18-Q1S23 の合計値、【仮説 4】は Q1S24-Q1S30 の合計値をそれぞ

れ「仮説 3」スコア、「仮説 4」スコアとした。 

このようにして仮説 3つについての線形回帰分析を、全体、集団 A、集団Bを対象に行った。 

【仮説２】外の社会と関わることで風が当たり、かざぐるまがより回って尺度が高まる 

 
図表13 かざぐるま尺度と仮説2 

【仮説３】井戸端会議などで他者と関わることで、他者からの風を受けて風力アップし、かざ

ぐるまがより回って尺度が高まる 

 
図表14 かざぐるま尺度と仮説3 

【仮説４】意識を前向きに保つことで自重が軽くなり、かざぐるまがより回って尺度が高まる 

 
図表15 かざぐるま尺度と仮説4 

 

 図表 13、図表 14、図表 15のように【仮説 2】から【仮説 4】はすべて、どの集団で捉えても p

値が＜0.001と有意であり、調整済み決定係数は 0.422 ～0.766と総じて高い数値を示した。した

がって【仮説 2】【仮説 3】【仮説 4】はすべて帰無仮説を棄却し、対立仮説を採用する。各仮説

が成立することを確認できた。 

また、どの集団についても調整済み決定係数は「仮説 2＜仮説 3＜仮説 4」となった。【仮説 4】

のあてはまりがかなり高いことがわかった。 

さらに集団別では、集団 B の決定係数が最も高い数値になった。かざぐるま尺度平均値におい

て優位にあったのは集団Aなので、決定係数も集団Aが集団Bを上回るだろうという事前予想をし

たが、この点は異なる結果になった。これは、かざぐるま尺度の要約統計量に関して本節で前述

したように、集団 A のデータにバラつきがあり、一方の集団 B はサンプルの均質性（ひとつの会

社に 20年以上勤続する会社員）が高く、全体の当てはまりについては集団 Bが上回ったことによ
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るものと考える。 

続いて2章の特性要因図Fish-Boneモデルの枝骨にあたる部分が【仮説 2】【仮説3】【仮説4】

であるので、その 3仮説全体ではどうなのかを分析する。集団 A＋集団 Bの全体に対して、目的変

数をかざぐるま尺度、説明変数を仮説2スコア、仮説3スコア、仮説4スコアの3つすべて、とし

て重回帰分析を行ったところ、全体の p 値が＜0.001 であり、調整済み決定係数 Adjusted R²が

0.755とあることから、仮説モデルが全体の 75.5％を説明できることがわかった。したがって、仮

説モデルは成立する。 

 以上によって、仮説で掲げた「外の社会とかかわって風を通す」「井戸端会議で他者からの風

を受ける」「意識を軽量化することで自重を減らす」といった動因が、中高年のかざぐるまをよ

り回すことができ、かざぐるま尺度が高まり、尺度が高い人はセカンドキャリアを切り拓くこと

ができると確認できた。 

 

(3)中高年の意識 

 仮説モデルの検証とは別に、第２次調査アンケート結果に表れた中高年の意識や日常の行動に

ついて、集団別に特徴や傾向を述べる。 

【集団A】 

１）半数近く「準備せず」 

「セカンドキャリアへの備えとしてどんな行動を起こしましたか」という質問に、全体の半数近

くの 47.6％が「とくに何もしなかった」と答えたのは想定を上回る多さだった。多忙のために準

備をする時間がなかったのか、何等かの事情で準備をする意志がなかったのかは、今回の調査で

は明らかにできていないが、事前に準備をした人としなかった人では、かざぐるま尺度に違いが

出てくることが推察される。 

そこで集団 Aで「準備をしていた人」と「何もしなかった人」に分けた 2群について t検定を行

ったところ、t値2.668、p値0.009との結果で有意水準を満たしており、転身のための事前準備の

有無がかざぐるま尺度と関係があると統計的に確認できた。新たな発見と考える。 

また「準備した人」の特性について分析したところ、「社会全般について新しい情報を得るよう

心がけている」との相関係数が0.421と高かった。日頃から世の中の新しい動きにアンテナを高く

立てて関心を持っていることと、転身にあたって事前に準備をすることとの間には、関係がある

と言える。 

2）「学び直し」は限定的 

事前に準備をしていた人うち、どのような準備をしたのか（複数回答）。「経験者の話を聞く」

24.3 ％が第1位で、続いて「資格を取得する」21.4％、「社内外の研修・セミナーの受講」7.8％。

大学院や専門学校での「学び直し」はゼロという結果だった。セカンドキャリアへの準備として

経験者からの情報や資格取得が有効であるという認識は一定程度共有されていることが認められ

るものの、学びを深めることによる効果はまだ広く知られていない現状がうかがえる。 

3) ほとんどの人が「不安だった」 

準備をしない人が多いからといって、会社員が不安も懸念もなく新しいキャリアに飛び込んで

いったのかというと、決してそうではなかった。90.3％が転身を決心するまでに不安やためらい

を感じていた。不安の具体的な中身は「収入の減少」「経験のない世界への不安」「自分の能力

不足」などであった。さらに「いま振り返ってみて、転身を決意するまでの準備が足りなかった」

と答えたのが 81.6％。どんな準備が足りなかったかを複数回答で問いかけると、「転身先の情報

やリサーチ」34.0％が1位で、転身後に予想とは異なる状況を経験したと考えられる。次いで「自

分自身への振り返り」、つまりリフレクションが不足していたと答えた人が 27.2％おり、転身後に

何らかのミスマッチ感覚があったようだ。「過去の自分の実績をいったん忘れること」19.4％は、

キャリアのアンラーニングと位置付けられる。中高年は、年齢の高さゆえに年下の世代から尊

大・横柄と見られやすく、過去の業績や自信をアンラーニングすることも重要なファクターとな

る。 
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【集団B】 

１）「会社ひと筋」いまだ根強く 

 「現在の会社で、いつごろまで働きたいか」に対して、「定年後もシニア雇用」「定年まで」「できる

だけ長く」を合計すると 79.8％が、現在の会社での勤務を長く希望していた。この数値は第 1 次調査

（母集団は勤続年数 10 年以上が 8 割近い）でも 82.7％で、ほぼ同率だった。言い換えれば日本の会社

員は終身雇用を希望する人が今も圧倒的多数ということだ。そのため「セカンドキャリアについて考え

ているか」に対して、実際に転身を決めている 1人、準備を始めている 3人とごくわずかだった。セカ

ンドキャリアについて「考え始めている」「いずれ考えたい」の双方を合わせると 86.6％が考える必要

性は認識しているのだが、実際には「会社以外に定期的に活動していること（複数回答）」を質問する

と、「とくにしていない」が 68.3％と多数派だった。趣味の同好会・サークル活動、町内会などの地域

活動といった身近な活動であっても、実践している人はそれぞれ 1 割もいなかった。「会社の外」の経

験値はかなり低い。 

２）他社での副業や専門家相談に関心 

集団 Bがセカンドキャリアに向けて準備をする意欲は高くないと判明したが、重ねて「セカンドキャ

リアを検討するとしたら、求職活動する前の準備としてどれが役に立ちそうか（複数回答）」を問いか

けた。39.4％が「わからない・とくにない」で 1 位だったのは予想通りだった。次いで「経験者の話を

聞く」30.8％、「他の会社で副業・アルバイト」24.9％、「社内外の研修や講座」「キャリア専門家に相

談」いずれも 18.3％、の順だった。「経験者の話を聞く」は、集団 A においても転身に実行した準備の

第 1位だったが、第 2位が「他の会社で副業・アルバイト」だった点に注目したい。最近の副業の広が

りを受けて、関心が急速に高まっていると思われる。セカンドキャリアへの準備として副業を位置付け

る施策も今後、検討できる。 

 

５．考察と提案 

本研究で探ってきた２つのリサーチクエスチョンに対する答えを簡潔にまとめる。 

１） 中高年の会社員がかざぐるまを主体的に回して、よりよいセカンドキャリアを構築する

にはどうすればいいのか→仮説で検証を行った A外に出る、B雑談をする、C気持ちを軽

くする――これら 3つの行動が重要である。 

２） かざぐるまを回す力にはどのようなことがあるのか→上記の駆動力とは逆に、制動する

力も存在しており、セカンドキャリアに転身するための準備の有無が影響することが新

たにわかった。 

かざぐるまの駆動力となる A外に出る、B雑談をする、C気持ちを軽くする――は、特別な行動

というわけではなく、各人の心がけ次第で日常生活に取り入れることも不可能ではない。しかし

ながら、これまでに示してきた第 2 次定量調査・集団 B のアンケート結果を日本の会社員全体に

あてはめて考えてみよう。45歳以上で勤続20年以上の会社員の96％がセカンドキャリアへの転身

の準備をしていない。8割近くが現在の会社で長く働き続けたいと考えている。7 割近くが会社以

外の活動を定期的に行っていない。4割近くがセカンドキャリアの準備として何がいいかわからな

い。だからといって誰かに相談するとも限らない。「セカンドキャリアについて相談するとすれ

ば、家族以外で率直に話せる相手はだれか」という質問に、3割近くが「相談するつもりがない」

と答えている。 

こうしたデータから、彼らが自らの意志で A、B、C の行動を実行するとは考えにくい。かとい

ってステレオタイプな人材研修やキャリア教育を押しつけても、堅いアタマはほぐれない。もっ

と敷居の低い、手軽な方法が求められる。 

そこで筆者が提案するのは、「かざぐるま空間」の活用である。くつろぎ感覚、遊び感覚でA、

B、C を体感できる場をセカンドキャリアへの準備のステップとして位置付けるのである。昨今、

都市部では有休時間や有休空間を利活用して場づくりをする実例が増えている。その中には、そ

れぞれの目的のためにグラノベッター（Granoveter）の「弱い紐帯」、つまり日頃の人間関係では

ない人とのつながり、を生かそうとする試みもある。そうした取り組みとの連携、あるいはそう

した場の拡張によって、風が吹いて中高年会社員のかざぐるまが回る空間を整備できるのではな
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いか。 

有休時間・空間を利活用した弱い紐帯の場として、筆者が現地を見学し、主宰者にインタビュ

ーしたのが、東京都内にある以下の 2カ所である。仮説で検証した A～Cの行動についても、機能

として備えているかどうか評価を記した。 
 

図表16 かざぐるま空間の例 

 
 

昼スナック「ひきだし」は、営業していない昼間のスナック店舗を週に 1回、午後の数 

時間借りることから始まった。主に 45歳以上の中高年を対象に、キャリアや人生の悩みを語り

あう、いわばカウンター形式のキャリア井戸端会議である。主宰者の本業は人材研修の開発・運

営である。企業内で中高年がパワーを存分に発揮できていない現状を改めたいと、独自に中高年

活性化プログラムを企画して参加者を募ったが、人が集まらない。「勉強は楽しそうではない。

楽しそうな場にすれば集まるのではないか」。昼のスナックに目を着けた。「ママ」役のファシ

リテーションと、偶然隣り合った客どうしのコミュニケーションとが、有機的に絡まって弱い紐

帯を生み出している。オープンから 3年ほどで登録者は 1000人を超えた。 

もうひとつの「rinneバー」は2020年2月に古い倉庫をリノベーションしてオープンした。不用

になった建具をパッチワークのようにつなぎ合わせたファサード、スタッフらが手作りした作業

台代わりの大型テーブル、壁ぎわの棚には各地の福祉作業所で制作されたリサイクルグッズが並

ぶ。モノの輪廻から店名をとっており、基本は金属や皮など工場から出る不用になった端材をア

クセサリーや人形などのオリジナル作品にアップサイクルするクラフト工房である。マニュアル

を提供するだけで、スタッフは極力指導をしないよう努めている。参加者が周囲の客に気軽に質

問することでコミュニケーションが生まれる。ドリンクを楽しみながら、手を動かしながら、会

話を交わす。 

上記は一例に過ぎない。「場×人×偶然」といった条件が整えば、たとえば旅をする、長く会

っていない人に会う、などの行動も新しい風を感じられる機会であろう。何をすればいいかわか

らない人には、足を踏み入れやすい「かざぐるま空間」を見つけることを勧めたい。 

 

６.おわりに 

  時代の大きな変革期において自己も変革を迫られているにもかかわらず、終身雇用と会社ひと

筋のスタイルを変えられずにいる中高年会社員は今も多い。本研究はキャリアの観点から、彼ら

が自律的に新しい時代の新しい進路に踏み出す一助となるべく、かざぐるまという独自モデルを

創設しようとする試みである。 

研究の途中で新型コロナウイルスの感染が拡大して、働く人の環境が激変し、大企業は中高年

齢者の早期退社を猛スピードで加速させていうのに、会社を離れた人がシニア起業に踏み切って

いる例はさほど増えている気配はない。 

筆者は 2022 年秋から半年間、多摩大学でご指導を賜った徳岡教授が理事長を務める「ライフシ

フト大学」という連続セミナーに参加した。主に 50代の会社員がセカンドキャリアを模索するた

めの講義やワークショップ、テーマ演習などに参加する。そこで、遠からず会社を卒業して起業

を志す何人も出あえた。地元の特産品を海外に売りたいと考えている大手商社員や、定年前に地

方に移住して農家レストランを開きたいと目論む技術者ら。アンケート調査の過程ではなかなか

出会えなかったスタートアップを志すシニアたちである。まだ少数派ではあるとしても、かざぐ

本来のねらい ロケーション
ファシリ

テーター
設備

A

仮説2

外に出る

B

仮説3

雑談

C

仮説4

軽くなる

軽スナック

「ひきだし」

中高年のワーク＆ライ

フを語り合う
東京・赤坂ほか いる

バーカウン

ター
〇 ◎ ◎

rinneバー
クリエイティブ・リサ

イクルの発信基地
上野御徒町 いない

大きめの作

業台
〇 〇 〇
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るまを駆動して新たなエネルギーを生み出そうとする彼らのこれからは、これまでの経験や知識

を巻き込んで上昇する「サーキュラー」なキャリアだ。また筆者自身も 2022 年夏からポスト会社

人生として個人事業主に転身した。小さな歩みではあるが、かざぐるまを駆動させて進んでいき

たい。 
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ソーシャルファームという新規事業の進め方 – その将来性と課題 – 

How to proceed with a new business called a social farm – Its future and challenges - 

 

城 裕昭 
（高千穂大学経営学部准教授） 

 

 

1. はじめに 

 起業・創業や新規事業展開を考える際、多くの人は、それまで自らが関わってきたビジネスの

延長線上や或いは趣味・興味を持っているコトなどからアイデアを創出させ、夢を実現させよう

と考えがちである。これは、私が経営コンサルタントとして、長年創業・新規事業についての相

談や各種施策審査に関わってきた体験からの感触である。新規事業のコンセプトが決まり、事業

計画書作成などの伴走支援を進めるうち、図式化や数字で表すなど可視化してみると、ビジネス

モデルとして成り立ちにくいと見えてくることもある。自分の周りの身近な課題を見つけ、ター

ゲットとなる顧客をイメージしながらプランを作ったとしても、さまざまな理由から、現実とし

て事業のスタートを切りづらいこともある。また、とにかく起業・創業をしてみたいという、勢

い重視の若い人たちもいる。 

こういった場合に、頭に入れておきたい考え方がある。身近な課題をもう少し幅広に捉え、地域

の課題、エリア・ゾーンの課題、国の課題などと、上手くつながるところが無いか探るのであ

る。地域や、エリア・ゾーン、国の考える課題とリンクするというのは、それぞれ多くの人々が

困っている状態であり、ビジョンやありたい姿は既に固まっており、実現できていないとしても

解決のための方法が考えられているはずである。ビジョン実現のために年度予算は組み込まれ、

助成のための施策が立ち上がっているのではないだろうか。これは、周囲の進め方とベクトルを

合わせていくということであり、重要な考え方である。課題解決のための施策オリエンテッドの

進め方は、起業・創業や新規事業展開を後押ししてくれるやり方だと言えるのである。 

 

2. ソーシャル・インクルージョンとソーシャルファーム 

 現代において、人権問題は大きな政治問題であり、経済問題であり、社会問題である。例えば、

障がい者や刑務者出所者などが社会に参加・復帰するための仕組み、言い換えると就労のための

環境づくりでは多くの課題が存在しており、根本的な解決には時間を要する状況である。政治的

な解決方法として法律や条例の整備などが挙げられるものの、障害者雇用促進法（43 条第 1 項）

においては、2021年 3月 1日より民間企業の法定雇用率は 2.3%と定められており、従業員を 43.5

人以上雇用している事業主は、障がい者を 1 人以上雇用しなければならないのだが、厚生労働省

の令和 3 年「障害者雇用状況」集計結果によると、雇用率は 2.20%、法定雇用達成企業の割合は

47.0%の状況である（対前年比 1.6 ポイント低下）。特に精神障がい者や発達障がい者の就業は進

んでいない一方、このような障がいに苦しむ人の数は、コロナ禍における経済状況・社会生活の

変化にともなうストレスなどにより増加傾向にある。 
 

図表1 令和3年6月1日現在における障害者の雇用状況 
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政治的・経済的・社会的な外部環境変化以外にも考慮すべき背景がある。一つは IT を中心とし

たテクノロジーの進化である。日本のスマートフォン保有率は世帯当たり 80%を超え、インターネ

ット社会への門戸が大きく開かれてきた。インターネットを活用したリモート会議は、2020 年か

らの新型コロナ感染症への対策と相まって、あたりまえの社会生活になりつつある。スマートフ

ォンやインターネットを駆使できる人々にとってはデジタルによるコミュニケーションが一般的

になり、リアルによる人間関係は変化してきている。その一方でスマートフォンやインターネッ

トに馴染めない人々にとっては、とり残され感すら生じている。また、相互助け合いの機能も薄

れてきているようで、結果的に社会的排除や孤立という現象が問題視される要因にもなっている。

何らかのハンディキャップを持つ人たちや社会的に異質（少数派）と言われる人たちにとっては、

生活しにくい社会となりつつある。最近では高齢者や LGBT の人々についてマスコミなどでも頻繁

にとりあげられるようになったものの、障がい者や刑務所出所者にとっては、まだまだ多くの問

題が山積みされている。 

 このような社会的排除や孤立などの人権問題は、日本に限らず世界的にも同様である。榊原

(2016)によれば、この社会的排除とは社会関係に対する個人の位置を表現する概念で、貧困問題

や障がい者対策など社会保障や福祉に関する政策や議論のなかで発展してきており、1970年代の

フランスにおいて障がい者や高齢者が突き当たる困難を分析する中で生まれた概念だとする。こ

の概念は 1980年代にはヨーロッパ全体で注目を集めてきた。当時 20世紀末のヨーロッパでは急

激なグローバリズムの展開によって各国の財政危機が表面化し、新自由主義の台頭によって直接

給付を重視する福祉からの転換が必要とされていた。ヨーロッパ各国は異質な人を社会から排除

するのではなく、地域社会の一員として迎え、地域住民ととともに生活できるようにすることを

政治理念として掲げながら、政策を推進している。この政治理念はソーシャル・インクルージョ

ン（社会的包摂）と呼ばれ、フランス・ドイツ・イタリアなどヨーロッパの主要国では、法律が

制定されている。しかし、この考え方を現実の社会活動で実現させていくには、多くの課題が存

在している。社会的排除を受けて孤立している人々にとって、特に就労について苦労していると

いう例は多い。なお、就労困難者とされる人たちにとっても施策自体に幅があることも事実であ

る。例えば障がい者については、前述のように法律に基づいた保護が存在している。希望する

人々全員を受け入れるだけの数は足りていないものの、就労移行支援事業所（就労継続支援のた

めの「共同作業所」）などもあり、民間企業への就労も法律の後押しがある。一方、それ以外の

就労困難者、刑務所出所者・ひとり親家庭・引きこもりなどの人たちへは法律に基づく就労施設

がこれまで無く、手薄であった。これらの人々への対応は共通価値の創造がポイントとされ、そ

れを実現できるビジネス手法が課題であった。 

 これらの課題の解決策の一つにソーシャルファーム（社会的企業）が挙げられる。ソーシャル

ファーム発祥の地は、イタリア北東部のトリエステ地方とされている。1970 年代に精神科病院入

院患者の就労の場として、また退院後も自立した生活を送れるよう、地域住民と共に働ける場と

して創設されたのが始まりとされている。この試みによって効果が実証され、イタリア全土に、

その後ヨーロッパ各国へと拡まり、精神障がい者のほか、身体障がい者や知的障がい者、刑務所

出所者など、社会的排除によって孤立しがちな人たちも対象とされてきたのである。 

 ソーシャルファームジャパン理事長の炭谷茂は「ソーシャルファームの現状と今後のあり方 -

中間組織への期待」（2021）の中で、先行しているヨーロッパのソーシャルファームについて、

各国の歴史・文化・社会的制度の違いによって差異があるものの、4つの共通点を挙げている。以

下 

にその概要を説明する。 

① 障がい者、刑務所出身者、DV被害者、移民などの何らかの理由により一般労働市場では就労

の機会を得ることが困難な人に、就労の場を提供することを目的とする。各国によって対象

となる範囲は異なっている。また、地方政府によって対象拡大を認めている国もある。 

② ソーシャルファームは、①に該当する人だけが就労するのではなく、一般の住民も勤務する

職場である。これは、ソーシャルファームの目的が、ソーシャル・インクルージョンを実現
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することであるからである。例えばドイツでは、①に該当する人はソーシャルファーム従事

者総数の 25%以上且つ 50%以下でなければならないと定められている。 

③ ①に該当する人は労働者として就労するので、給料・労働時間・休暇などの労働条件は、一

般の労働者と同様である。これによって障がい者も地域の中で生きがいをもって生活を送る

ことができる。 

④ 経営の基本は、一般企業と同様のビジネス手法である。したがって、利益を上げながら持続

的な経営をして行くことが肝要となる。しかし、何らかのハンディキャップを有する人たち

が共に就労することから、生産効率は劣る場合が多い。また、事業立ち上げの資金が不足し

ているケースも珍しくない。この点については、先行するヨーロッパにおいては公的な支援

が行われていることが多くみられる。例えば、イタリアでは①に該当する人の社会保険の事

業者負担分を免除する制度があり、これによって人件費の 1/3程度は圧縮できているそうで

ある。ドイツでは、ソーシャルファームの製品やサービスの税金（付加価値税）を減額し、

事業開始から3年間は①に相当する人の人件費分を援助するなどを行なっているようであ

る。 

ソーシャルファームジャパンによると、ヨーロッパ全体では約 1 万社設立され、韓国において

も 2006年に制度ができている。 

  

3. 働きたい想いと働かせたい想い 

法律では障がい者の雇用率を定め義務化しているものの、前述のように法廷雇用率を達成して

いる企業は半数に満たないのが現状である。実際多くの障がい者にとって働く場所となるのは、

小規模作業所や福祉作業所などの共同作業所（作業所）である。共同作業所の歴史は、名古屋グ

ッドウイル工場（ジャズドラムの組立作業工場）の流れから、1969 年 3 月に名古屋市南区で知的

障害者の施設として設立された「ゆたか作業所（ゆたか福祉会）」が始まりとされる。この共同

作業所の実践は、特別支援学校卒業後の進路先や就業したものの仕事に馴染めず退職した者の行

き場所として、家族や特別支援学校教師や、設立まもない全国障害者問題研究会（全障研）など

を通して全国に広がり、栃木、東京、滋賀、大阪、広島、高知など全国各地に展開されていった

のである。「働きたい」という想いを実現するために、社会的排除・孤立の状態に置かれていた

障がい者に働く場を提供し、社会活動への入り口を準備したことは大きな成果といえる。 

一方で、労働の喜びを得られることだけでもありがたいと感じている障がい者の家族や関係者

が多いことも事実である。1 ヶ月間一所懸命に働いた報酬は 1〜2 万円という低賃金になっている

場合も多い。また、一部の共同作業所では家族が施設に利用料・食事代・送迎代などを負担して

いる例もあるという。お金を払って働かせてもらっているようにも感じてしまう。健常者と同様

に働いても、待遇面では大きな差が出てしまい、将来親が亡くなった後の不安へとつながってい

く。 

この点は、筆者が以前インタビューをおこなった「株式会社縁の木」代表取締役社長の白羽玲

子氏からも伺ったことである。彼女の次男が 3 歳のころ「知的障がいを伴なう広汎性発達障害」

のためコミュニケーション訓練はできるが常人と同様の発達は難しいと診断され、療育通いを続

けるなか「知的障がい者は親が死んだらどうなるのだろう？」と考えるようになり、知的障がい

者の就職・財産管理・各制度について調べ、多くの課題があることを知ったという。具体的には、

成年後見人制度に於ける盲点や、グループホームや生活介護施設の現状、低い労働対価（賃金）

などである。彼女の場合は「親が亡くなった後でも、次男の住む場所と働く場所を、長男の負担

にならないように用意したい」「お金を残すことも重要だが、手に職をつけることを考えたい」

との想いが強くなり、起業に向けて動くことを決意したのであった。息子に対する母親の想いか

ら起業につなげていくのは素晴らしくバイタリティ溢れる行動である。しかし、一般的には色々

な理由からそこまで進めない場合も多い。そのため、ソーシャルファームの考え方・仕組みが重

要になってくるのである。 
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4. 東京都のソーシャルファーム条例 

(1) 理念と目的 

 2019 年 12 月 25 日に東京都で成立したソーシャルファーム条例（都民の就労の支援に係る施策

の推進とソーシャルファームの創設の促進に関する条例）は、ソーシャルファームについての全

国初の制度とされている。前文には、この条例の持つ意義が述べられており、以下にこれを記す。 

「東京は、日本の首都として、また世界有数の国際都市として発展を続けている。国内外から多

様な人々が集い、多岐にわたる仕事を通じて社会経済活動を営んでいることが、東京の成長の原

動力となっている。東京が活力ある都市として今後も持続的に発展していくためには、誰もが生

き生きと働き活躍できるダイバーシティを実現し、互いの個性を尊重して認め合う共生社会を目

指していく必要がある。 

そのためには、東京都と都民、事業者などが相互に理解を深め、社会の一員として共に活動し

ながら支え合うソーシャル・インクルージョンの考え方に立って、希望する全ての都民の就労を

支援していかなければならない。特に、この考え方は、就労を希望しながらも様々な理由から就

労に困難を抱え、職に就けていない方や就労の継続が困難な方を支援していく上で重要である。 

こうした中、東京で展開してきた様々な就労支援の取組に加え、自律的な経済活動を行いながら、

様々な理由から就労に困難を抱える方が、必要なサポートを受け、他の従業員と共に働く社会的

企業の創設を後押しする新しい視点も不可欠である。 

ここに、就労を希望する全ての都民がその個性と能力に応じて働くことができるよう応援し、

誰一人取り残されることなく誇りと自信を持って輝く社会の実現を目指し、この条例を制定す

る。」 

そして、第一章「総則」の第一条に於いては、この条例の目的について述べられている。 

「この条例は、就労を希望する全ての都民に対する就労の支援(以下「就労の支援」という。)

について、基本理念を定め、東京都(以下「都」という。)の責務並びに都民、事業者及び区市町

村(特別区及び市町村をいう。以下同じ。)の役割を明らかにするとともに、就労の支援に係る施

策並びにソーシャルファームの創設及び活動の促進(以下「就労の支援に係る施策など」とい

う。)の基本となる事項を定め、就労の支援に係る施策などを総合的に推進することにより、都民

一人一人が個性と能力に応じて就労し誇りと自信を持って活躍する社会の実現に寄与することを

目的とする。」 

第一章の第二条以降では、定義、基本理念、都の責務、都民の役割、事業者の役割、区市町村

の役割が、第二章「都民及び事業者に対する支援など」に於いては、都民に対する支援、事業者

に対する支援などが、第三章「ソーシャルファームの創設及び活動の促進など」に於いては、ソ

ーシャルファームの創設及び活動の促進、認証など、第四章「計画の策定など」に於いては、計

画の策定など、施策の検証、財政上の措置が述べられている。 

 

(2) 認証制度 

 ソーシャルファーム条例が成立された後、東京都は 2020年 6月に「東京都ソーシャルファーム

の認証及び支援に関する指針」を発表している。最初の募集は、2020年10月に始まり、11月締め

切り、2021 年 3 月には「東京都認証ソーシャルファーム」（以下「認証ソーシャルファーム」）

と「予備認証ソーシャルファーム」のリストが公開されている。認証ソーシャルファームとは条

例に基づき設定した認証基準に適合していると都が確認した事業所のことをいい、認証は法人組

織全体ではなく事業所単位で行われる。尚、予備認証ソーシャルファームとは、「今後、半年以

内に認証基準を満たす事業計画を認証するもの」を指し、認証ソーシャルファームの予備軍的位

置付けとなる。 

（事業所とは、一定の場所において一定の組織のもとに有機的に相関連して一体的な経済活動が

行われ、一の経営組織として独立性を持っている必要がある。本事業における事業所は、従業員

と設備を有して物の生産や販売、サービスの提供が継続的に行われている必要がある。本店、支

店、工場、事務所のほか、営業所や店舗も対象となり得る。） 

改めて挙げられた、主な認証基準は以下のとおりである。 
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① 事業からの収入を主たる財源として運営(自律的経営) 

② 就労困難者と認められる者を（事業所の）全従業員の 20％以上かつ３人以上雇用 

③ 就労困難者と認められる者が他の従業員と共に働く 

④ 運営する経営主体が法人格を有していること など 

また、就労困難者については、以下のような方々を指している。 

・障がいのある方やひきこもりを経験された方など、就労を希望しながら、様々な事由により就

労することが困難である方であって、配慮すべき実情などに応じた支援が必要な方。国籍や年齢

などだけの理由で就労が困難な方は対象とはしていない。 

東京都から認証を受けることは、社会的な信用を得ることに繋がる。東京が抱える社会課題の

一つの解決に貢献するからである。そこで、東京都は支援策を用意している。以下はそのうちの

主なものである。 

① ソーシャルファームに関心のある方や創設を検討している方に対する支援 

・認証基準及び支援策などに関する情報提供 

・就労困難者と認められる者の雇用ノウハウを提供するための相談対応など 

② 予備認証を受けたソーシャルファームに対する支援 

・事業所の整備・改修費などの補助 

・資金調達の支援など 

③  認証ソーシャルファームに対する支援 

・事業所の運営費などの補助 

・経営や雇用に係る相談・助言などの支援 

・資金調達の支援など 

 創設検討者・予備認証ソーシャルファーム・認証ソーシャルファームに対する、情報提供、各

種相談・助言、設備・運営資金の補助が、支援の三本柱なのである。 

 

(3) 補助事業 

ここでは主に設備・運営資金の補助について考える。3節で挙げたように、先行するヨーロッパ

において、公的な資金支援は重要施策である。イタリアの社会保険の事業者負担分の免除制度や、

ドイツの税金（付加価値税）減額や事業開始 3 年間の人件費分援助制度などは、この事業を円滑

に走り出させるためには不可欠のようである。 

東京都認証ソーシャルファームに対する補助事業の概要は以下のとおりである。 

①補助対象事業： 

東京都認証ソーシャルファームを運営する事業者のうち、補助対象期間において申請要件を継続

して満たす者（補助事業所）が事業計画書に従って実施する事業が補助金の交付対象となり、そ

の運営費、すなわち認証後新たに雇用する就労困難者と認められる者の人件費と就労支援に係る

経費が対象となる。 

②補助対象期間： 

ソーシャルファームに係る都の認証日から最長５年間とし、補助期間終了後は、自律的な経営へ

移行することが前提とされる。尚、認証日とは認証審査会開催後に、東京都が発出する認証決定

通知に記載される認証期間の開始日のことである。 

④ 補助率及び補助限度額： 

（ア）運営費の補助率： 

・１年目及び２年目は補助対象経費の５分の４以内 

・３年目及び４年目は補助対象経費の３分の２以内 

・５年目は補助対象経費の２分の１以内 

（イ）運営費の補助限度額： 

・１年目及び２年目は 1,150万円 

・３年目及び４年目は 900万円 

・５年目は 650万円 



３９ 

 

運営費の補助限度額については、「（イ）運営費の補助限度額 」 に「 都の認証基準を超えて雇

用する就労困難者と認められる者の人数 × 50万円」を最大５人分まで加算できる。これをまと

めると、以下の表のようになる。 

 
図表2 東京都認証ソーシャルファームに対する補助 

補助対象経費 補助限度額 加算後の補助限度

額 

補助率 

 

運営費 

1年目及び 2年目 1,150万円 1,400万円 4/5以内 

3年目及び 4年目 900万円 1,150万円 2/3以内 

5年目 650万円 900万円 1/2以内 

 

また、予備認証ソーシャルファームの場合には、上記認証ソーシャルファームが受ける運営費の

補助に加えて、整備・改修費の補助を受けることができる。以下にそれを記す。 

① 補助対象事業：認証ソーシャルファーム同様 

②  補助対象期間： 

ａ 整備・改修費など：補助金交付決定日からソーシャルファーム事業開始日前日までの期間。 

この期間内で、契約・履行取得・支払いまで全て完了しなければならない。 

ｂ 運営費：認証ソーシャルファーム同様 

③  補助率及び補助限度額： 

（ア）補助率 

ａ 整備・改修費など：補助対象経費の３分の２以内 

ｂ 運営費：認証ソーシャルファーム同様 

（イ）補助限度額 

ａ 整備・改修費など：2,000万円 

ｂ 運営費：認証ソーシャルファーム同様 

 
図表3 東京都予備認証ソーシャルファームに対する補助 

補助対象経費 補助限度額 加算後の補助限度

額 

補助率 

整備・改修費など 2,000万円 - 2/3以内 

 

運営費 

1年目及び 2年目 1,150万円 1,400万円 4/5以内 

3年目及び 4年目 900万円 1,150万円 2/3以内 

5年目 650万円 900万円 1/2以内 

整備・改修費などは、認証基準における「就労困難者と認められる者の雇用者数の基準」と、予

備認証申請後新たに雇用する就労困難者と認められる者 （雇用済み就労困難者の代わりに雇用す

る者は除く） の人数比で按分した金額となる。 

 

5. 東京都認証ソーシャルファームを運営する法人 

2021年 3月には認証ソーシャルファーム 3事業所、予備認証ソーシャルフォーム 25事業者が誕

生した。その後新たな予備認証ソーシャルファームが追加されたり、前年度の予備認証ソーシャ

ルファームが認証されたりし、2023年 1月時点での認証ソーシャルファームは 26事業所、予備認

証ソーシャルフォームは 7事業者の合計 33事業者（法人）である。以下は、2023年 1月時点で公

開されている、認証・予備認証ソーシャルファームの運営法人一覧である。主な事業として記載

されているものは、各法人のホームページなどを筆者がそれぞれ確認し、判断したものである。 
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図表4 東京都認証ソーシャルファーム運営法人一覧（2023年1月時点） 

No. 法人名 主な事業 種別 

1 企業組合あうん リサイクルショップ、カフェ運

営 

認証 

2 株式会社 アニスピホールディングス ペット共生型グループホーム 認証 

3 一般社団法人 アプローズ 就労継続支援 B型事業 認証 

4 株式会社 アメディア 障がい者向け用具の開発・販売 認証 

5 VALT JAPAN（ヴァルト ジャパン）株式会社 障がい者特化型 BPO事業 認証 

6 株式会社 大塚応援カンパニー 子ども食堂の運営、街の便利屋 認証 

7 有限会社 ケア・プランニング デイサービス、訪問介護サービ

ス 

認証 

8 耕合同会社 農畜産業、生産・加工・販売 認証 

9 株式会社 ココダイバーシティ・エンターテイメン

ト 

障がい者の芸能プロダクション 認証 

10 株式会社 サイエンスクラブ 植生調査、地質調査、地下探査 認証 

11 スギコー株式会社 訪問介護・介護タクシー 認証 

12 大東コーポレートサービス株式会社 大東建託などの事務作業の受託 認証 

13 TSUMUGU WORKS（つむぐワークス）株式会社 シングルマザー専門営業代行 認証 

14 ディースタンダード株式会社 ITインフラ構築、システム開発 認証 

15 株式会社 デジタルハーツプラス IT機器・ソフトウェアテスト 認証 

16 特定非営利活動法人 東京ソテリア 障がい者向けグループホーム運

営 

認証 

17 東京都ビジネスサービス株式会社 BPO サービス（第三セクター企

業） 

認証 

18 株式会社 トップアート 住まいのリペア、メンテナンス 認証 

19 特定非営利活動法人 発達障がい者を支援する会 就労移行支援、定着支援 認証 

20 株式会社 BTF 地産ジャム製造販売、カフェ運

営 

認証 

21 株式会社 ベネッセソシアス グループ会社の洗濯サービス受

託 

認証 

22 有限会社 まるみ（桜上水事業所 / まるみラボ） 名刺・チラシなどのデザイン制

作 

認証 

23 美紘建興 株式会社 建設業（コンクリート型枠作

成） 

認証 

24 合同会社 ライフベース 社員食堂調理代行・回転焼き店

運営 

認証 

25 企業組合 労協センター事業団 小豆沢事業所 子育て支援、高齢者・障がい者

福祉 

認証 

26 特定非営利活動法人 わくわくかん 就労支援センター、配食サービ

ス 

認証 

27 Animo Plus 株式会社（大塚事務所 / 東池袋事務

所） 

保育事業、スクール事業 予備 

28 株式会社 N・SOURCE テニス用品店、美容室の運営   予備 

29 埼玉福興株式会社 障がい者グループホームの運営 予備 

30 社会福祉法人 つくしの郷 障がい者グループホームの運営 予備 

31 一般社団法人日本パラリンビューティ協会 障がい者美容事業の運営 予備 

32 一般社団法人 ノード・ジャパン 社会的弱者の就労支援事業 予備 

33 特定非営利活動法人文化学習協同ネットワーク フリースクール、若者支援事業 予備 

種別 / 五十音順 
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これら33法人を調査した結果、幾つかのグループに分類することができる。 

 

(1) 事業展開による分類 

①起業・創業：この認証ソーシャルファームの仕組みを活用して、新たに事業を立ち上げる法人

である。基本的にはソーシャルファーム事業そのものが法人の行うビジネスの中心となる。 

②事業多角化（新規事業）：関連する事業を行なっていた法人が、この認証ソーシャルファーム

の仕組みを活用して新たに新規事業を展開するパターンである。事業所を立ち上げるパターン

が多いものの、グループ企業を別法人として立ち上げる場合もある。 

③発展・高度化：すでに行なっていた事業をソーシャルファームとして認証を受けることで、ビ

ジネスを発展させ高度化させるパターンである。 

(2) 就労困難者による分類 

A  障がい者（精神・身体・知的・発達）の雇用 

B  ひとり親（シングルマザー）の雇用 

C  刑務所出所者などの雇用 

 33 法人を上記グループで分けると以下のようになる。基準はホームページなどの公開資料をも

とに筆者の判断によるものである。既存事業なのか新規事業なのか、障がい者雇用なのかひとり

親雇用なのかその両方なのかなどわかりづらいところもあり、個別名は表記していない。 

 
図表5 東京都認証ソーシャルファームの事業展開と就労困難な理由（2023年１月時点） 

事業展開 / 就労困難理由 障がい者 ひとり親 刑務所出所者 合 計 

起業・創業 6法人 2法人 0法人 8法人 

事業多角化（新規事業） 10法人 2法人 0法人 12法人 

発展・高度化 11法人 1法人 1法人 13法人 

合 計 27法人 5法人 1法人 33法人 

 

 障がい者という分類が、精神・身体・知的・発達・その他と幅広いこともあり、このグループ

カテゴリーが全体の 8 割強を占める。特に障がい者の就労困難度が高いということ、当人に加え

てご家族や関係者に危機感があること、法人側からの東京都認証に対する期待などの表れでもあ

るだろう。東京都が掲げる「未来の東京」戦略の一つ（戦略 5・戦略 6）であり、更なる周知活用

が期待される。 

 

6. 認証ソーシャルファームの事例 

 認証ソーシャルファームのうち、この仕組みをうまく取り入れ、起業・創業や新規事業展開に

結び付けた例について見ていきたい。 

 

(1) 耕（こう）合同会社（ニワ東京青梅 | NIWA TOKYO OME） ＜事業多角化（新規事業）＞ 

・所在地：東京都青梅市梅郷4-1832 

・業種：キャンプ場管理・運営 

・耕合同会社は、青梅産の農産物・畜産物などを提供することで、青梅の魅力を発信し地域を活

性化させることを目指し 2018年 6月に設立された。ECサイトで農産物・加工品の販売、カフェ

の運営、青梅市の学校給食センターへの食材納入を行っている。ゴルフ場跡地を整備し広大な

キャンプ場として再生させる新事業を計画するにあたり、東京都の認証ソーシャルファームの

施策を知り、活用している。以前、近隣の就労継続支援 B 型作業所から施設外就労の受け入れ

を行った経験から、キャンプ場運用管理の業務の中には障がいを持つ方にも負担にならない作

業もあると考え、精神疾患のあるスタッフを 4名受け入れている。 
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図表6、7 新規事業のキャンプ場(NIWA TOKYO OME)と運用スタッフ業務 

  
 

合同会社ライフベース（ライフベース八丈島事業所） ＜事業多角化（新規事業）＞ 

・所在地：東京都八丈島八丈町三根1239 

・業種：社員食堂の調理代行・メニュー立案、回転焼き店の運営など 

・合同会社ライフベースは、八丈島で障がいのある方々の「生活の基盤」となる場所を目指し、

2020年 11月に設立された。「障がいのある方が〝胸を張って〟生きられる場所を」を理念とし、

建設会社の社員食堂の業務請負を中心に、障がい者の雇用促進をサポートしている。当初、清

掃業務から始まり、メニュー立案、食材補充、調理まで幅広く担当してきた。更なる雇用促進

を目指し、2022 年 2 月には回転焼き店舗をオープン、障がいを持つ地元高校生の職業訓練の場

にも活用されている。ソーシャルファームの立ち上げや運営に際して、住民の方々からの協力

も大きいという。 
図表8、9 新規事業の久福回転焼 

  
 

(3) 株式会社大塚応援カンパニー ＜起業・創業＞ 

・所在地：東京都豊島区北大塚2-4-4 バロンハイツ702 

・業種：飲食店のコンサルティング、スポーツインストラクター派遣、健康運動スタジオ、配送

業務サポート、リサイクルショップ、子ども食堂、社会貢献事業など 

・株式会社大塚応援団カンパニーは、豊島区大塚の地元商店街や企業へのコンサルティング、周

辺業務を手掛ける企業、言い換えると「街の便利屋」として2020年11月に設立された。障がい

や体力的な問題、長いブランクなどの理由により就労が困難な方を雇用し、飲食店サポート、

POPデザイン作り、書類作成など、さまざまな「お手伝い」に応えている。地域への慈善事業と

して「子ども食堂」にも取り組み、産学官連携のフードロス削減プロジェクト「TABETE レスキ

ュー直売所」にも参画している。 
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図表10、11 TABETEレスキュー直売所の活動とスキーム図 

  
 

(4)株式会社 BTF ＜起業・創業＞ 

・所在地：東京都府中市四谷2-41-3 

・業種：飲食店（カフェ）、自家製ジャムなど加工品の販売、展示会・イベントの開催 

・株式会社 BTFは、スタッフが運営する農場「ひだまりファーム」で採れた野菜や果物を中心と

した料理を提供する古民家カフェ「428cafe+」を運営し、隣接した味噌蔵を改造した「果実研

究所」で製造した自家製ジャムやあんこなどを販売している。建物はオーナーの祖父母が住ん

でいたお米農家の母屋をリフォームしたものである。穏やかなゆったりした空間の中、縁側か

ら見える農場を眺めながらの素敵な時間を過ごすことが出来る。休日には各種ワークショップ

なども開催されている。スタッフに就労困難者を雇用している。 

 
図表12、13 428cafe+ 外観と料理 

  
 

7. 終わりに 

 起業・創業や新規事業展開を考えるに際し、自分がずっとやりたかった「想いのある」ビジネ

スで進めることは、選択肢の一つである。また、身の回りにある疑問点やお困りごとを解決でき

るものであるならば、それは地域貢献となり、支援してくれる仲間やサポーターも現れることだ

ろう。これらはお手本的な進め方である。ただしビジネスとしての成功確率を考えるのであれば、

社会全体が課題と認識していて、解決のための施策が整備されていると、多くの支援を受けるこ

とができ好都合である。 

このことは周知のごとくである。ただし、本稿で見てきたソーシャルファーム施策は、多少意

味合いの違う側面を持つ。多くの助成施策は、何かを行う目的のために、セミナーや相談会を開

催したり、コンサルティングや伴走支援を行ったり、助成金・補助金で金銭的なサポートが行わ

れる。顧客満足度の向上や提供価値の高度化について支援しているのである。一方、ソーシャル

ファームが重視するのは、就労困難者の就労であり雇用である。ドメインを「誰に＝WHO」「何を

＝WHAT」「どのように＝HOW」で考えるならば、「どのように＝HOW」がポイントとなる。これが当
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てはまり環境が整うのであれば、業種やサービス内容についての明確な縛りはない。キャンプ場

などのリクエーション施設運営、カフェや対面での飲食店、街の便利屋などさまざまな新規ビジ

ネスに活用できる。補助金・助成金目当てのものは否定せざるを得ないが、東京都の条例や指針

を理解した上での新規ビジネスには、背中を押してくれる施策となるだろう。図表 5 が示すよう

に、この施策はまだまだ多くの就労困難者とともに多方面での活用が考えられる。社会ニーズや

そのための施策とベクトルを合わせながらビジネスモデルを考えていくことは、進め方の要諦と

なるだろう。 
 

図表出所： 

図表1：厚生労働省 Press Release「令和3年 障害者雇用状況の集計結果」、令和3年12月24日、p.4  

https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000871748.pdf 

図表2：東京都「令和４年度東京都認証ソーシャルファーム募集要項」、令和4年6月10日、p.18 

https://www.social-firm.metro.tokyo.lg.jp/social-firm/hojo/ 

図表3：東京都「令和４年度東京都認証ソーシャルファーム募集要項」、令和4年6月10日、p.37 

https://www.social-firm.metro.tokyo.lg.jp/social-firm/hojo/ 

図表4：東京ソーシャルファーム ホームページ 認証事業者一覧 をもとに筆者作成 

https://www.social-firm.metro.tokyo.lg.jp/social-firm/companies/certification/（2023.01.10閲覧） 

図表5：各認証事業者ホームページ をもとに筆者作成 

図表6：http://niwatokyo.com/concept.html（2023.01.10閲覧） 

図表7：https://www.social-firm.metro.tokyo.lg.jp/social-firm/cases/957/（2023.01.10閲覧） 

図表8：https://www.social-firm.metro.tokyo.lg.jp/social-firm/cases/8721/（2023.01.10閲覧） 
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複業を活用したスタートアップの可能性 

―複業起業と地域特性を生かしたスタートアップ・エコシステムに注目して― 

Potential for startups using parallel work : Focusing on hybrid entrepreneur and startup ecosystem that 

leverages regional characteristics 

杉岡 秀紀 

(福知山公立大学地域経営学部准教授) 

1.はじめに 

 本稿は、働き方のみならず、社会貢献やキャリアアップの観点からもこんにち注目される副業、

プロボノ（以下、複業）の活用視点からスタートアップの可能性について論じる事を目的とする。 

周知の通り、岸田政権は 2022 年をスタートアップ創出元年にすると宣言し、一般社団法人日本

経済団体連合会もその歩調を合わせる動きを見せている。しかし、スタートアップの起業数を５

年で 10 倍にすることは容易ではない。その実現のためにはかなり大胆な工夫が求められる。また、

スタートアップを語る上ではアントレプレナーを取り巻く創業環境、すなわち、スタートアッ

プ・エコシステムへの注目は不可避である。ただし、現行のスタートアップ・エコシステムは大

都市中心であり、地方（地域）の視点が弱い。 

こうした問題意識をふまえ、本稿ではまずこんにちのスタートアップや複業、スタートアッ

プ・エコシステムを取り巻く概況について整理する。次に、副業を活用したスタートアップに係

る先行研究や実践事例をレビューする。続いて、複業を活用したスタートアップの可能性につい

て非構造化インタビューで聞き取りしたヒアリング調査の結果から、複業を活用したスタートア

ップのあり方（複業起業）、そして、地域特性を生かしたスタートアップ・エコシステムの確立に

向けたエッセンスを導出する。そして、最後に本テーマについてささやかながらの政策提言を行

う。 

 なお、厳密には副業・兼業、複業は区別すべきであるが、本稿では、特に区別して使用すべき

時以外は「複業」と表現し、統一使用することとする。またスタートアップについてはさしあた

り「新しいビジネスモデルを開発し、短期間で急成長を目指す組織体」と定義しておく。 

 

2. スタートアップと複業 

(1) 政府や財界の動き 

岸田文雄首相は 2022年の年頭 1月 4日の記者会見にて「日本の第二創業期を実現するため、本

年をスタートアップ創出元年にする」ことを宣言した（以下、スタートアップ創出元年宣言）。

この宣言の背景には、日本の年間のスタートアップへの資金調達額の低さがある。具体的には、

日本における年間のスタートアップへの資金調達額は 2021 年 7,801 億円となっているが、同時期

の米国は約 36兆円（１ドル 110円換算）で日本の約 46倍、中国でも約 23兆円（1元 17円換算）

と、日本の約 30 倍となっている。すなわち、GDP だけで見れば世界の上位３位に入る日本である

が、スタートアップに限っては、日本は完全に出遅れ、上位 3位に食い込めていない。 

ともあれ、このスタートアップ創出元年宣言を受け、一般社団法人日本経済団体連合会（以下、

経団連）は2022年３月に政府に歩調を合わせる形で『スタートアップ躍進ビジョン−10X10Xを目指

して−』と題した提言を発表した（経団連 2022a）。この提言では、2027 年までにスタートアップ

の数を 10 倍に、スタートアップの成功のレベル（高さ）を 10 倍に高めることが謳われている1。

また、同年４月には経済同友会も「創業期を越えたスタートアップの飛躍的成長に向けて」を発

表した。このことから政府だけでなく、経済界全体としてもスタートアップの機運を高めていこ

 
1 具体的には、スタートアップの数を10万社に、スタートアップへの投資額を10兆円（2021年現在で約7800億

円。米国の33分の１）に、企業評価額が10億ドルを超えるユニコーン企業の数を約100社（現行11社。米国は

488社）に、デカコーンの企業を２社以上に、と数値目標も掲げられた。 
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うとする意向があることが確認できる。 

こうした経済界の反応も踏まえ、政府は同年６月に「新しい資本主義のグランドデザイン及び

実行計画」を取りまとめた。注目すべきはその副題に「人・技術・スタートアップへの投資の実

現」という文言が入ったことである。政府の行動計画の副題にスタートアップが入ったのはおそ

らく初めてのことであろう。また、同年８月には「スタートアップ担当大臣」を新設し、経済再

生担当大臣がその職を兼任することとなった。スタートアップを冠した大臣が誕生したのも憲政

史上初めてのことである。そして、同年11月にはスタートアップの起業数を5年で10倍にするた

めの具体的計画である「スタートアップ育成 5カ年計画」が策定されるに至った。 

いずれにしても、海外に目を転じると、Google(現 Alphabet)、Apple、Facebook(現 Meta)、Amazon

から成る GAFAの存在は言うまでもなく、イーロン・マスク氏が率いるスペース X（時価総額 10兆

円超）や、新型コロナウィルスのワクチンで一躍有名になった米国のバイオテクノロジー企業で

あるモデルナ（2021 年の売上が 20 年比 16 倍）などスタートアップ企業が隆盛である（二階堂・

中川 2022、66頁）。こうした動きに日本も少しでも追いつくるために、岸田首相は 2022年度にス

タートアップ創出宣言をし、政府、経済界一丸となり動き始めたのだろう。 

 

(2) スタートアップの定義 

スタートアップの定義については、現在、確定したものはない。例えば、東京大学の Found Xの

ディレクターを務める馬田隆明は「短期間で急成長を目指す組織体」と定義する（馬田 2022、12

頁）。九州大学のロバート・ファン／アントレプレナーシップ・センター副センター長の五十嵐

伸吾は「ゼロ・トゥ・ワンと表現されるように、個人あるいは個人のチームが急速に業を起こす

ことを企画・行動し、組織化・企業化してゆくプロセスあるいはその組織」と定義する（五十嵐 

2023、85 頁）。他にも「スタートアップの経済学」の著作がある加藤雅俊は「新しく企業（事業）

を始めることをスタートアップあるいは創業と呼び、創業によって誕生した企業（事業）のこと

をスタートアップ企業と呼ぶ」と定義する（加藤 2022、3 頁）ほか、野村総合研究所の小野寺

萌・岸浩稔は「新しいビジネスモデルを開発し、ごく短時間のうちに急激な成長を実現すること

を目指す一時的な集合体」と定義する（小野寺・岸浩 2022、45頁）。 

以上から、スタートアップを定義することは目的ではないが、これら先行研究のエッセンスを

踏まえ、本稿ではスタートアップを「個人あるいはチームが新しいビジネスモデルを開発し、組

織化・企業化した後、短期間で急成長を目指す組織体、集合体、あるいはプロセス」と定義し、

以下、論を進めることとする。 

 

（3）複業の広がり 

近年はスタートアップだけでなく、副業や兼業、プロボノにも注目が集まることが増えた。こ

れらは言うまでもなく、本業があることを前提にした言葉で、基本的には有償無償の違いはある

ものの「本業以外の従たる仕事や業務に従事すること」を意味する。なお、プロボノとはラテン

語で「公共善のために」を意味する pro bono publicoの略語であり、正確には「法律や会計、広報

といった職業上の専門性を生かし、公益活動に無償で携わる活動」という意味である（嵯峨 

2011）。また、これらを包括した概念としてパラレルキャリアという言葉も存在し、「仕事以外

の仕事を本業外で有し、社会活動等に参加することにより、本業とそれ以外のキャリアを両立さ

せる生き方」と言う意味である（P・F・ドラッカー 1999）。ただし、パラレルキャリアはどちら

かと言えば、生き方を意味し、収入面よりも自己実現性やキャリア性、社会貢献性が強調される

きらいがある。「２枚目の名刺」という言葉もこれに近いだろう（石山 2015）。また、近年では、

平行線を意味するパラレルキャリアを超えて「スパイラルキャリア」という考え方も登場してい

る（三原 2018）。 

いずれにしても、本稿では、生き方や社会貢献性にこだわるというよりも、業そのものに注目す

るため、「複業」（西村 2018）という用語が総称としてふさわしいと判断し、特に区別を必要な

場合を除き、本用語を統一使用することとする。 

 ところで、この複業についても政府や財界の後押しなしには語れない。経団連が 2022年に会員
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企業1,509社を対象に実施した「副業・兼業に関するアンケート調査結果（以下、経団連調

査）」によれば、複業を認めているという企業は 53.1％に上り、2020年の38.2％に比べ、15ポイ

ント以上増えたことが分かっている。「正社員が 5000人以上の企業」に限れば、その割合は

66.7％とさらに増加する。「今後認める予定」も合わせれば 70.5％（5,000人以上に限れば、

83.9%）となり、大企業になればなるほど広がっている現実を確認できる2（図表１）。この傾向は

別の調査でもほぼ同様である。リクルートが企業の人事担当者向けに 2021年に調査した「兼業・

副業に関する動向調査（N=1,648。以下、リクルート調査）」によれば、従業員の複業を認める人

事制度の創設している企業は 50.5%に上り、かつ逓増傾向にある（図表 2）。 

 

 
図表１ 複業を認めている企業の推移 

 

 

 

 

  

  

 

  

図表2 複業を認めている人事制度の有無 

出所:リクルート（2022） 

 

 
2 業種別には不動産、金融・保険業、電気・ガス業、製造業の順で認めている割合が高かったことや、福（複）業

を認めている企業の約4割が「多様な働き方へのニーズの尊重（43.2%）」や「自律的なキャリア形成（39.0%）」

「本業で活用できる知識・スキルの習得（18.5％）」などの効果があることも確認されている。 

 
出所:経団連（2022） 
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複業が進んだ背景は大きく 3つある。１つは政府の「働き方改革」である。具体的には 2017年

に策定された「働き方改革実行計画」を受け、2018 年に「副業・兼業の促進に関するガイドライ

ン」が公表された（2020 年に改訂）。このガイドラインによりモデル就業規則が改訂され、複業

や兼業の取り扱いが原則禁止から原則容認へと大きく変わり、大企業を中心に複業を容認する企

業が増加したのである。2019 年には内閣府の日本経済再生本部から発出された「成長戦略実行計

画」においては「兼業・副業の拡大は、所得の増加に加え、スキルや経験の獲得を通じた、本業

へのフィードバックや、人生 100 年時代の中で将来的に職業上別の選択肢への移行・準備も可能

とする」と言及され、本業やその後のキャリアへの好影響についても触れられている。2つは「人

生 100年時代」の到来である。厚生労働省（2021）によると、わが国の男性の平均寿命は 81.47歳、

女性の平均寿命は 87.57 歳になった。統計を取り始めた 1947 年の男性の平均寿命は 50.06 歳、女

性の平均寿命は53.96歳であったので、この約 70年で男女とも 30歳以上平均寿命が伸びたことに

なる。同じく厚生労働省（2022）の発表によれば、2022年9月1日現在で、住民基本台帳上の百歳

以上の高齢者は 90,526 人（前年比＋4,016 人）を数え、これは過去最高を記録だという。ちなみ

に、老人福祉法が制定された 1963 年に百歳以上の高齢者は全国で 153 人しかいなかった。このよ

うな長寿時代が到来すると、当然のことながら、定年が延長されたり、働く年数が伸びたりする

だけでなく、教育や転職の機会も増える。その準備やパラレルキャリアの一環として複業が注目

されたわけである。3つは新型コロナウィルス感染症（COVID-19）である。2019年末から世界で猛

威をふるったこの感染症により、仕事におけるコミュニケーション方法が大きく変わり、とりわ

け出社を前提としないオンラインビデオツール（zoom 等）を活用したリモートワークが当たり前

となった。このリモートワークの普及により、どこにいても仕事ができる人が増え、それが複業

を後押しした。 

さらに注目したいのは、複業とスタートアップにも繋がる独立志向の関係についてである。先

のリクルート調査では、複業の人事制度上の課題の一つとして、「人材不足や人材の流出につな

がる」という懸念が指摘されていた。しかし、2020 年度では 23.2％（人事制度ありの企業）が

2021年度には 20.0%に下がっている（図表 3）。もとよりもう少し長いスパンで経年変化を見てみ

ないと正確なところは分からないが、少なくとも「複業＝独立」という懸念は、実際に制度運用

をしてみると逓減傾向にあることを指摘しておきたい。 
 

図表3 複業の人事制度における課題 
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出所:リクルート（2022） 

(4)複業とスタートアップ・エコシステム 

これまで述べてきた複業であるが、政府や経済界の旗振りにより確かに逓増傾向にはあるが、

全体から見れば、そこに挑戦する人はまだ少数派である。たとえば総務省の就業構造基本調査に

よれば、複業に従事している人は約 129万人であり、これは全体の労働者の 2.2％に過ぎない（総

務省 2018、図表4）3。 

 
図表4 日本の複業人口  

 
出所:総務省（2018） 

 

複業が広がらない背景については、勤務先が副業を禁止している、体力や気力が続きそうにない、

勤務先の仕事がおろそかになりそう、家庭生活との両立が難しい、勤務先の仕事が多忙で、事業

を営む時間が確保しにくいなど、様々な原因が指摘されるが（村上 2017b）、本稿の関心に引き

つければ、「日本の各都市の起業家を支援者たちがシームレスに支え育てるスタートアップ・エ

コシステムが未熟であり、起業家を支援する仕組みが整備されていないから」という指摘に注目

したい（芦澤 2022、28頁）。 

スタートアップ・エコシステムとは、端的には「アントレプレナーを取り巻く創業環境」（加

藤 2022、75頁）のことであり、より具体には「起業家を中心としてその活動を支える起業や投資

家、大学、政府・自治体などのアクターを構成員とし、都市をフィールドに、スタートアップを

通じてイノベーションを生み出すローカルな仕組み」（岡野・飯井 2022、16頁）のことである。

米欧ではシリコンバレーやニューヨーク然り、ロンドン然り、北京然り、各都市で産学官の垣根

を超えて、頻繁にミートアップと呼ばれるイベントが開催され、起業家と支援者が直接交流した

り、アドバイスを受けたり、といった文化や土壌が確立している。 

日本においても、2019 年から内閣府が地方自治体・大学・民間組織の枠を超えてスタートアッ

プ・エコシステムのためのコンソーシアムを形成するための「スタートアップ・エコシステム拠

点形成戦略」を選定し、動き始めている（内閣府 2022）。具体的には、「グローバル拠点都市」

として、①東京圏（東京都・渋谷区・川崎市・横浜市・茨城県・つくば市・千葉市等）、②東海

圏（愛知県・名古屋市・浜松市等）、③関西圏（大阪市・京都市・神戸市等）、④九州圏（福岡

市等）の４都市、「推進拠点都市」として、①札幌・北海道（札幌市等）、②仙台（仙台市等）、

③広島（広島市等）、④北九州市（北九州市等）の４都市が選ばれ、それぞれの地域でユニコー

ン、スタートアップ・エコシステムランキング、大学発ベンチャー数、行政課題解決プロジェク

 
3 本調査は5年に1度しか実施されず、2022年に最新の調査が行われたところである。コロナ禍や働き方改革による

複業の効果についてはこの調査の公表を待つ必要がある。 



51 

 

ト創出数の増加を目標に鋭意活動中である。 

また、東京圏に限っては、東京都は独自に 2022年にGlobal Innovation with STARTUPSというス

タートアップ戦略を策定し、グロバール×10、裾野拡大×10、官民協働×10 で未来を切り拓く

「10×10×10のイノベーションビジョン」を発表した（東京都 2022）。加えて、東京大学・東京

工業大学・早稲田大学を中心とした 13 大学は、大学間連携による Greater Tokyo Innovation 

Ecosystem（GTIE）と呼ばれるコンソーシアムも発足したところである4。しかし、この設立時期が

コロナ禍やロシアによるウクライナ振興を受けての原油高や円安と重なったこともあり、東京圏

を除いた日本全体のスタートアップ・エコシステムの実績は決して芳しくない5。それだけなく、

スタートアップ・エコシステムを研究している芦澤美智子などは、そもそも大企業が「失われた

30 年で成長への確信を持てないこと、起業家との文化の差に戸惑いや摩擦があること、組織や産

業の境界を越えて協働イメージが持てないこと、にも原因があるのではないか」と問題提起する

（芦澤 2022、30頁）。一方、小野寺萌や岸浩稔などは「大企業人材がスタートアップに転職する

ことのみを促すのではなく、出向やプロボノといった多様なきっかけを通じてスタートアップと

の接点を増やすことが重要である」と、スタートアップだけでなく、複業を組み合わせる必要性

を示唆している（小野寺・岸 2022、56頁）。したがって、本稿では、この視点に着目するわけで

ある。 

ところで、現行のスタートアップ・エコシステムについては、もう１点気になる傾向がある。

それは日本におけるスタートアップ・エコシステム拠点形成戦略に選ばれた都市はいずれの拠点

も大都市中心であることである。確かに都市に資源を集中させた方が効率的で効果も出やすいだ

ろう。しかし、こんにちの地方創生やデジタル田園都市構想、また、地方移住などの動きをみれ

ば、マクロ的には矛盾しているのではないだろうか。そもそもエコシステムというのは本来生物

学の用語で、生物とそれを取り巻く環境が生産と消費の循環を通じて相互作用しながら反映する

自然界のシステムの総体という意味である（岡野・飯井 2022、16頁）。すなわち、末端まで豊か

になることが全体最適には必要なのではないだろうか。   

例えばアイルランドの西部に位置する人口８万人のゴールウェイという小さな都市では、人口

規模こそ小規模ながら、グローバル企業の誘致に注力し、その企業群を中心に世界的な医療機器

クラスターやテッククラスターが形成されているという。最近では、そのクラスターに付随し、

バイオ・テクノロジーやライフサイエンス分野の SUも生まれている。そして、その鍵を握ったの

は地方のスタートアップ政策と大学の存在であったとのことである（同掲 2022、32 頁）。日本で

も新潟県長岡市にある山古志村では村民こそ約 800 人しかいないが、2021 年から地域活性化の一

環として、NFT化した山古志村特産の錦鯉を描いたデジタルアートを購入することでデジタル住民

票を発行し、デジタル村民になれる世界初の仕組みを作り、全国から注目されている（同掲 2022、

38頁）。 

いずれにしても、日本におけるスタートアップ・エコシステムはまだ道半ばであり、今後はよ

り都市圏（大企業）の視点に加えて、地方（地域）視点での政策や取り組みが求められると小括

できよう。 

  

3.先行研究と実践事例 

(1) 複業活用視点からのスタートアップについての先行研究 

ここでは複業の活用視点からスタートアップに関連する先行研究のレビューを行う。 

まず公的な研究としては中小企業庁が 2017 年に公表した研究会提言『兼業・副業を通じた創業・

新事業創出に関する研究会提言〜パラレルキャリア・ジャパンを目指して〜』がある（中小企業

庁 2017）。この研究会提言では、兼業・副業に関する現状、そのメリット、デメリット等を整理

するともに、兼業・副業に取り組む企業、兼業・副業を通じた創業者等の先進事例を分析し、創

 
4 詳細はGreater Tokyo Innovation Ecosystem（GTIE）のホームページ（https://gtie.jp）参照。 
5 詳細は内閣府のホームページ（https://www8.cao.go.jp/cstp/openinnovation/ecosystem/startup_gaiyou.pdf）参照。 

https://gtie.jp/
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業・新事業創出、柔軟な働き方の実現の観点から兼業・副業に関する今後の方向性についてなど

が紹介されている。具体的には、まず兼業・副業の正確な理解の促進策として、①事例集や企業

表彰等による社会的機運の醸成、②公務員の兼業・副業解禁の検討が謳われた。周知の通り、こ

れら提言についてはいずれも働き方改革の中ですでに実現済みである。次に兼業・副業に意欲の

ある企業・従業員への支援策として、①地方におけるリーディングケースの創出等、②経営者・

従業員向け相談体制の整備が謳われた。これらの点については前述のスタートアップ・エコシス

テム拠点形成戦略の選定地が都市圏に偏っていることからも分かるように、これからという感じ

である。最後に制度的課題の打破の方策として、①兼業・副業を前提とした「モデル就業規則」

の改正、兼業・副業に関連する法的論点に関する関係府省庁への提言の実施が言及されている。

こちらの点についても先述した通り、すでに改善が進んだところである。ともあれ、中小企業庁

は、起業におけるリスクを軽減する一つの方策として、複業の促進が不可欠という立場であり、

本稿で着目する複業を活用したスタートアップの可能性については、この研究会提言によってお

およその政策的動向が確定されたと見ることができる。 

続いては個人による先行研究である。例えば、斎藤孝は経営学の専門家ではないものの、「居

ながらベンチャー」という新しい概念を生み出し、会社の給料を４割減、就業時間を 16時する代

わりに社員にサイドビジネスを始める権利を付与するという大胆な提案を行っている（斎藤ほか 

2003、137頁）。 

長沼博之は、エンファクトリーというネット企業を紹介する形で、個人事業主や専門家、ある

いは企業に勤めるビジネスマンであっても、セカンドジョブや NPO 活動、ボランティアなどを通

じて自己実現を目指すことが重要であることを説く。そして、そのような挑戦する人々を指す言

葉として「ローカルプレナー」という概念を紹介した（長沼 2013、50頁）。 

石山恒貴はインタビューの中で「好奇心や周囲を味方につける巻き込み力は、リーダーに必要な

ポテンシャルとして重視されるようになっているが、同じ会社の中だけで長く仕事をしていると

育まれにくい」と回答するなど、昔からパラレルキャリアの重要性を説く 1 人である（西山 

2018:49頁）6。 

小野寺萌・岸浩稔は、大企業に所属しながら、複業・業務委託などを通じて就業時間外で部分

的にスタートアップとの接点を持ち、その実情を把握することは有効であると指摘する（小野

寺・岸 2022、56頁）7。その上で、複業で部分的にスタートアップでの勤務を経験することが、ス

タートアップ転職を促す一助になるという考え方のもと「スタートアップ出向」を提案する（小

野寺・岸 2022、45頁）。その中でもとりわけ「越境体験による認知的不協和」の持つ重要性を強

調する（同掲、47 頁）。小野寺・岸によれば、人は自身の認知とは別の矛盾する認知を抱えた状

態、またそのときに覚えた不快感を表し、その不快感を解消するために何かの行動を起こすとい

う。これは逆に言えば、本業のみではなかなか味わえない感覚であり、これこそが次のステップ

に踏み出す新たな一歩につながると力説する。 

最後に村上義昭は、勤務しながら副業として起業する形態として「副業起業」8という概念を作

り出し、2016 年にインターネットを用いて大規模な「起業と起業意識に関する調査」を行った

（村上 2017a、2017b）9。コロナ禍前の数字にはなるが、この調査によれば、起業意識については、

起業無関心層が全体の60.6％、起業家は1.5％、起業関心層が14.3％という内訳であることが明ら

かになった。すなわち起業に関心がないという現状が過半を占めるものの、起業に関心を持つ者

が起業家の 10倍程度いることが判明した（村上 2017a:6p）。本稿で着目する複業を活用したスタ

ートアップの主たるターゲットもこの約 15％を占める起業関心層と言っても良いだろう。また、

 
6 パラレルキャリアについては、複業、プロボノをするのであれば、①お試し感覚で気軽に挑戦する、②楽しくな

ければ次に行く、③経験を本業に生かす、④起業家の発想法を身につける、と具体的な留意点についても留意点も

紹介している。 
7 小野寺・岸は複業の中でも、特にプロボノについては、副業規定に抵触しないことに加えて、対価を得ずにボラ

ンティアとしてスタートアップに関与するため、心理的障壁が低いと指摘する（小野寺・岸 2022 56頁）。 
8 これによく似た概念に、2003年に藤井孝一が考案した「週末起業」という言葉ある（藤井 2019）。 
9 対象は全国の18歳から69歳までの男女31万7,861人で回収数は、事前調査2万4,993人、詳細調査は1,436人。 
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村上はさらにこの調査で副業起業した者の分類も試みている。具体的には、勤務を辞めてから起

業する人を①専業起業者とした上で、副業起業者を②副業継続者（勤務しながら起業した後も勤

務している）と③専業移行者（勤務しながら起業した後、勤務を辞めて事業を専業としている）

に分類した。そして、調査により、①は72.5％、②は14.9%、③は12.6％であることを明らかにし

た10。したがって、労働者全体から見れば起業家そのものは 1.5％ほどの人数しかいないが、その

内訳を見ると、②と③の合計である 27.5％もの人が副業を経て起業した人材であることが分かる。

このことが、村上が副業起業については「本格的な起業の助走期間」と明言する根拠にもなって

いる（村上 2017a、9頁）。 

以上の先行研究のレビューより、本稿で着目する複業を活用したスタートアップは、実際の現

場においてニーズがあることが確認できた。さらに、繰り返しにはなるが、この複業については

コロナ禍、そしてモデル就業規則の改正により、大きくトレンドが動いている可能性があり、そ

の点に留意が必要である。 

最後に村上は複業を活用したスタートアップのことを「副業起業」と命名したが、本稿では近

年の潮流との差別化視点も踏まえ、「複業起業」と呼称することとする。ちなみに、海外でこの

副業起業は、part-time entrepreneurもしくはhybrid entrepreneurと呼ばれている（村上 2017b、

2頁）。 

一方、常見陽平は地方での副業の意義を認める一方で、「全ての人が副業をやるべきともいえ

ない。社会の全員が自己責任でリスクを取れる、完全に自立した個人であることを前提とした社

会設計は、結果として失敗しやすい」と、会社あるいは社会全体で全面展開することへの警鐘を

鳴らしている（常見 2016、43 頁）。こうした批判的な視点も政策や取り組みを進める上では押

さえておくべきため、紹介しておく。 

 

（2）財界からの提案および実践事例 

 それでは、実際にスタートアップと複業を接続させるためにはどうすれば良いのだろうか。こ

こでは先の経団連による『スタートアップ躍進ビジョン』を手掛かりに整理を試みる。 

 『スタートアップ躍進ビジョン』においては、スタートアップを躍進させる具体的な戦略およ

び取り組みとして、①世界最高水準のスタートアップフレンドリーな制度、②世界で勝負するス

タートアップが続出、③日本を世界有数のスタートアップ集積地に、④大学核としたスタートア

ップ・エコシステム、⑤人材の流動化、優秀人材をスタートアップ・エコシステムへ、⑥起業を

楽しみ、身近に感じられる社会へ、⑦スタートアップ振興を国の最重要課題に、の７項目が提案

されている。ここでは、このうち④大学核としたスタートアップ・エコシステムと、⑤人材の流

動化、優秀人材をスタートアップ・エコシステムの２項目に絞り、考察していく。 

まず④大学核としたスタートアップ・エコシステム（図表5）については、「各大学が有する強

みの特定・更なる強化」「各地の強みに応じた世界トップレベルの産業クラスターの形成」「大

学による研究者・学生のスタートアップ起業支援」「ディープテック系スタートアップへの助成」

「地方銀行による積極的支援」の 5メニューが紹介されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 副業起業の事業内容は、①クリエイター系の事業（イラストレーター、ライター、ウェブデザイナーなど）、②専

門性の高い事業（設計、システムエンジニア、経営コンサルタントなど）、③趣味や特技、資格などを活用した事業

（語学講師、ピアノ教室、整体師、アクセサリーの修理など）が多い。 
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図表5 大学核としたスタートアップ・エコシステム 

 

出所:経団連（2022a） 

 

とりわけ複業の観点から注目したいのは「大学による研究者・学生のスタートアップ起業支

援」である。というのも複業というワンクッションの存在自体がそうであるように、いきなりス

タートアップというのはあまりにもハードルが高く、米欧のスタートアップ・エコシステムに見

られるように、大学そのものがスタートアップの最初の起点になり得る、あるいはなるべきと考

えられるからである。 

それでは、大学による研究者・学生のスタートアップ起業支援のイメージを膨らますため、こ

こでは筆者が勤務する福知山公立大学（以下、本学）の実践事例を紹介したい。 

本学では、2021年度よりスタートアップ人材を育成するために「NEXT産業創造プログラム」と

いうプログラムを創設した。このプログラムは、地域課題をテーマに受講者が企業（起業）に必

要とされる地域やスキルを短期間で習得するとともに、実際にクラウドファンディングを通し

て、ビジネスモデルを試行する、という実践型のプログラムである。事業主体（財源）は福知山

市であるが、福知山公立大学が受託し、産業界と連携しつつ、産学公連携の下、プログラムを運

営している。カリキュラムは、経営知識、実践知識、資金調達を学べる科目として、①基礎科目5

科目、②事例研究型科目１科目、PBL科目１科目の計7科目が新設され、大学の専任教員はもとよ

り、専門的知見を持つ外部講師が担当している。1科目は8コマ(12時間)からなり、通常の大学の

講義よりはコンパクトに設計されている（図表6）。なお、1科目は2万円（学生は5千円）であ

り、修了要件は基礎科目の必修科目１科目、基礎科目の選択科目2科目、事例研究科目1科目、PBL

科目1科目の5科目（12時間×5＝60時間）としている。募集定員は15名であり、公募に当たっては

事前に告知イベント（無料）がハイブリットで開催された。その結果、近隣地域はもとより京阪

神、東京からも応募があり、小論文選考の結果、22名が合格した（ただし、最終的に修了要件を

満たした修了生は20名）。主たる対象は社会人であるが、学生の参加もあった。 
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図表6 NEXT産業創造プログラムの概要 

 

出所:福知山公立大学北近畿地域連携機構(2022) 

 

成果については、まず授業評価については全科目が５点満点で4.5点を超え、平均も4.71と高い

評価を得た（図表7）。次に実際の事業化については「樹上完熟三和ぶどうジュース」「ZuT溶け

にくいアイスクリーム」「修了生による学びの実践を通じた地域エコシステム構築」など9つの

PBLプロジェクトが生まれ、そのうちの4つが実際のクラウドファンディングに挑戦し、総額255万

円（支援者総数316人）の資金を集めた。そして、実際にその後スタートアップに至ったのが2

件、企業内起業に繋がったのが5件、その他が2件、と合計9件が何かしらの事業化に繋がった。最

後に全体の満足度であるが、アンケートの結果、5点中4.9点とほぼ満点の結果となった（図表

8）。 

成功の要因としては、以下5点が考えられる（杉岡 2022）。1つは行政ではなく、大学が企画・

運営の主となり、産学公のプラットフォームを仕掛けたことである。このプラットフォームはゆ

くゆくスタートアップ・エコシステムに昇華する可能性もあるだろう。2つはベンチャーキャピタ

ルや自ら起業経験もある教員がプログラム開発の中心を担い、実践的かつ熱意ある講師陣が揃っ

たことである。とりわけクラウドファンディングについては日本の第一人者が伴走したことも大

きい。3つは行政や大学発の事業ではあるが、有償プログラム、また受講者選考をすることで、本

気度の高い受講者（社会人・学生）を集められたことである。これは経営大学院などによるMBAプ

ログラムにも通底するだろう。4つはオンラインも活用し、ハイブリットな参加形態を可能とした

ことである。これはコロナ禍が落ち着いたとしても基本的な枠組みとして継承されるものと思わ

れる。5つはプログラム内でクラウドファンディングも含めたPBLを実装する機会を創造し、すな

わち事業化のための学びを学びで終わらせなかったことである。言うまでもなく、これが直接先

述した9件の事業化の最大の仕掛けとなっている。 

なお、2022年度については、地域公共やまちづくりの視点も加えたカリキュラムにさらにバー

ジョンアップされ、運営体制も強化され、現在、鋭意展開中である。 
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図表7 授業科目および履修者、授業評価、合格者一覧 

 

出所:福知山公立大学北近畿地域連携機構(2022) 

 

図表8 プログラムの全体評価 

 

出所:福知山公立大学北近畿地域連携機構(2022) 

 

次に⑤人材の流動化、優秀人材をスタートアップ・エコシステムへについても簡単な考察して

おきたい。 

ここでは「大起業の採用から経営層まであらゆるレイヤー」「副業・兼業の推進、同業転職・起

業の過度な制限の防止」「スタートアップの人材派遣・交流の促進」「シームレスな労働移動を

支える税制・法制度」の４メニューが紹介されている（図表9）。 
 

図表9 人材の流動化、優秀人材をスタートアップ・エコシステム 

 

出所:経団連（2022a） 
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ここで注目すべきは「副業・兼業の推進、同業転職・起業の過度な制限の防止」とスタートア

ップのためには複業の推進が有効であること、またさらには同業への転職や起業についても有効

である、と踏み込んだ記述が見られることである。すなわち、経団連としてもいきなりのスター

トアップではなく、複業などでワンクッション置くことが有効であると認識しているのである。

さらに、これは大企業に限った話かもしれないが、かつて自社で働いていた人を再雇用する「カ

ムバック・アルムナイ採用」や優秀な人材を獲得することを目的に企業買収する「アクハイヤー

採用」、出向起業など、より踏み込んだ提言も見られる。これらが全て実現すれば、日本のスタ

ートアップ文化は大きく変わるであろう。 

 

4.インタビュー調査 

 前節までの先行研究や実践事例、また経済界からの提言などを踏まえ、本稿では実際に複業を

活用したスタートアップのあり方（複業起業）をしている者にインタビュー調査を行った結果を

考察する。 

調査方法は質的調査で、非構造化聞き取りによるインタビュー調査とした。調査期間は2023年２

月21〜23日、質問内容は複業を活用したスタートアップのあり方（複業起業）のメリット・デメ

リット、そして、都市と地方（地域）のスタートアップ・エコシステムについての見解を伺っ

た。なお、4人とした理由は、先行研究をベースとしつつも新たな動きも踏まえ、(1)専業起業者

（勤務しながら複業。その後勤務先を退職してから起業）、（2）複業継続者（勤務しながら起

業。勤務先は退職せず継続）、(3)専業移行者（勤務しながら企業内起業。のちに専業に移行予

定）、（4）新複業継続者（勤務先を退職してから起業。のちに新しい勤務先に勤めながら起業の

仕事を複業として継続）という4パターンから考察したかったからである。とりわけ（4）のパタ

ーンについてはこれまでの先行研究では登場しない新しい動きである。 

 

(1) 専業起業者（勤務しながら複業。その後勤務先を退職してから起業）の事例
11
 

専業起業者（勤務先を退職してから起業）として取り上げるのは、ナレッジワーカーズインス

ティテュート株式会社代表取締役の塚本恭之氏（50代）である。塚本氏は京都市出身で、大学卒

業後、上場企業であるカシオ計算機（1957年設立、売上約2,500億円、従業員約10,000人）に入社

し、24年間勤務した。しかし、キャリアや資格を活かせない部署への配属が決まり、6年ほど担当

した経営企画の仕事に復帰することができそうにないということが明らかになったため、2014年

に会社を退職し、独立した。ただし、急に退職や独立を思い立った訳ではなく、ヒアリングによ

れば、退職6年前に当たる2008年から準備をしていたという。具体的には中小企業診断士やITスト

ラテジスト資格を取得し、2010年（入社20年目）からは本業の傍らで「プロボネット」というNPO

だけでなく中小企業やベンチャー企業へもプロボノのマッチングする団体で、その資格を生かし

つつ事務局業務に従事していた。いわゆる複業である。また、同時期に企業間フューチャーセッ

ションの一員として未来志向の場づくりにも注力していたという。すなわち、本稿で注目する

「学び直し」や「ネットワーク構築」の機会が独立（退職）前に組み込まれていたことが確認で

きよう。 

複業を活用したスタートアップ（複業起業）について尋ねたところ、メリットは「リスクヘッ

ジできることと人材獲得のための時間を作れること」、デメリットは「本業が忙しくなると、複

業がおろそかになったり、モチベーションが下がってしまったりし、副業先や周囲の理解者から

の信用を失う恐れがある」とのことであった。 

次に、都市と地方（地域）のスタートアップ・エコシステムについては、「ネットワーク構築

については圧倒的に都市の方が有利であるが、ソーシャルなビジネスを展開するスタートアップ

であれば、基礎自治体と連携しやすい地方（地域）にむしろチャンスではないか」とのことであ

 
11 2023年2月21日にオンラインビデオツール（zoom）を用いてインタビュー調査を実施。 
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った。事実、塚本氏自身も現在事業経営コンサルタントの仕事の傍で出身地域である京都市や愛

知県でプロボノ活動をしている。 

いずれにしても、専業起業者（勤務先を退職してから起業）から見た場合、複業を活用したス

タートアップのあり方（複業起業）はデメリットを上回るメリットがあり、その際「学び直しや

ネットワーク構築」が重要となっていたことが確認できる。 

 

(2) 複業継続者（勤務しながら起業。勤務先は退職せず継続）
12
 

複業継続者（勤務しながら起業。勤務先は退職せず継続）として取り上げるのは、福井県を拠

点に展開する株式会社ジャクエツ（1949年設立、売上約170億円、従業員約650人）経営企画室に勤

めながら副業で一般社団法人を立ち上げた赤石洋平氏（40代）である。赤石氏は北海道出身で、

大学で上京後、東京の企業に就職し、その後、転職したのが現職であり、現在18年目だという。

また、コロナ禍の影響もあり、2年前から職場および居住地を東京都から福井県に移している。 

複業については、2022年に複業で一般社団法人NEXTEを立ち上げ、理事に就任し、京都府福知山

市をフィールドに起業家同士を繋げたり、情報発信したりするプラットフォームを運営してい

る。副業そのものについては、勤務先では事実上、容認とはなっていないが、事業内容が非営利

ということもあり、例外的に認めてもらっているという。 

退職せずに複業を続けている理由については、勤務先で様々なアイディアを生み出す経営企画に

直接携われているからとのことであった。ただし、本業だけでは好奇心や向上心が満たされず、

東京在勤時代に多摩大学大学院でMBAも取得している。そして、その学びの続きとして、福知山公

立大学のNEXT産業創造プログラムを受講することとなり、そこでの学び直しやネットワーク構築

が一般社団法人を立ち上げることに繋がったという。 

複業を活用したスタートアップ（複業起業）について尋ねたところ、メリットは３つあり「１

つは起業に向けて自分のスキルを高める時間がもてること、２つは本格スタート前に事業の試行

錯誤ができること、３つは生活にかかる収入を減らさずに複業ができること」ということであっ

た。一方、デメリットは「本業の拘束時間があるため、複業の事業にフルコミットすることがで

きないこと。また、複業の存在を勤務先に隠し通せないこと」とのことであった。 

次に、都市と地方（地域）のスタートアップ・エコシステムについては、「都市圏であれ、地

方（地域）であれ、まだスタートアップ・エコシステムの土壌ができていない。スタートアップ

ありきではなく、まずは学び直しやネットワーク構築、その次に複業起業、最後にスタートアッ

プと段階を含むのが大事ではないか」とのことであった。なお、赤石氏は福井に在住・在勤しな

がら、福知山の産業創造プログラムを修了し、またその後の複業も福知山近隣の企業人と組んで

いる。その意味では、zoomなどのオンラインビデオツールの存在は大きく、逆にこれがあれば地

方（地域）でも不利になりにくいということを自ら実戦で示している面もある。 

いずれにしても、複業継続者（勤務しながら起業。勤務先は退職せず継続）から見た場合も、複

業を活用したスタートアップのあり方（複業起業）はデメリットを上回るメリットがあり、この

パターンにおいてもその際「学び直しやネットワーク構築」が重要となっていたことが確認でき

る。 

 

(3) 専業移行者（勤務しながら企業内起業(イントレプレナー)。のちに専業に移行予定）
13
 

専業移行者（勤務しながら企業内起業。のちに専業に移行予定）として取り上げるのは、福知

山の地域企業である大一設備（2003年設立、資本金600万円、従業員約6人）に勤めながら、企業

内起業で米粉を武器にキッチンカーを使った地産地消キッチン「D1 cafe」を立ち上げた大槻智美

氏（50代）である。大槻氏は福知山出身で、高校卒業後、旅行会社に就職し、世界を200回以上飛

 
12 2023年2月21日にオンラインビデオツール（zoom）を用いてインタビュー調査を実施。 
13 2023年2月23日にオンラインビデオツール（zoom）を用いてインタビュー調査を実施。 
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び回る仕事をしていた。2001年に結婚・出産を機に、旅行会社を退職し、2015年から夫が代表を

務める大一設備の経理の仕事に従事した。 

複業のきっかけは、息子（４男）の小麦粉アレルギーであった。外食はもとより、家の中でも

兄弟で同じお菓子を食べることができない我が子を不憫に思い、息子が食べられる料理やお菓子

を作りたいと米粉について調べ始めたのがきっかけという。そして、米粉を使ったお店を出した

いと漠然と考えていた2021年（入社7年目）に新聞でたまたま福知山公立大学のNEXT産業創造プロ

グラムの存在を知り、応募するに至ったとのことだった。 

その後、大槻氏は企業内起業（イントレプレナー）という手法をNEXT産業創造プログラムで知

り、それを自社に提案し、即飲食事業部、すなわちキッチンカーを使った地産地消キッチン「D1 

cafe」の立ち上げに繋げたという。ちなみに米粉を使ったシフォンケーキやピザ、アメリカンド

ックなどは地域内外ですぐに話題となり、今では福知山公立大学にて週２回キッチンカー営業を

展開するほか、多くのイベントに出店している。最近に至っては行政との連携、ANA（全日空）と

のコラボ、海外進出も決まり、いよいよ企業内起業（イントレプレナー）から近いうち独立（専

業）というカウントダウンに入っているという。 

なお、大槻氏は、福知山公立大学のNEXT産業創造プログラムは２年連続で受講し、学び直しも

継続中である。その理由は１年だけでは理解できない部分があったことと、事業創造への不安が

あり、助言や協力が得られる仲間が欲しかったからということであった。 

複業を活用したスタートアップ（複業起業）について尋ねたところ、メリットは2つあり「１つ

は本体から資金面（投資）を得られること、2つは法人格を持ち、実績がある本体の信頼を使える

こと」だという。一方、デメリットは「本業（経理業務）とのバランスが難しい」とのことであ

った。ただし、この業務は早晩後任あるいは外部へのバトンタッチを考えているとのことであ

り、早晩解決の方向に向かう予定とのである。 

次に、都市と地方（地域）のスタートアップ・エコシステムについては、「地方（地域）にも

複業起業をしたい女性がいる。店舗を増やせば、雇用ももっと生み出せるだろう。さらに地方

（地域）からの複業起業であっても海外展開は十分できる。そのためにも大学などでの学び直し

と行政とのネットワークが重要と感じる」とのことであった。 

いずれにしても、専業移行者（勤務しながら企業内起業。のちに専業に移行）から見た場合

も、複業を活用したスタートアップのあり方（複業起業）はデメリットを上回るメリットがあ

り、このパターンにおいてもその際「学び直しやネットワーク構築」が重要となっていたことが

確認できる。 

 

(4) 新複業継続者（勤務先を退職してから起業。のちに新しい勤務先に勤めながら起業の仕事を

複業として継続）
14 

新複業継続者（勤務先を退職してから起業。のちに新しい勤務先に勤めながら起業の仕事を複

業として継続）として取り上げるのは株式会社HARESとMentallyの代表を務める西村創一朗氏（30

代）である。 

西村氏は横浜市生まれで、大学卒業後、2011年に上場企業である株式会社リクルートのグルー

プ会社（2004年設立、資本金3億円、従業員約500人）に就職した。学生結婚をし、早くから父親

になったということで（特活）ファザーリングジャパンの理事も兼任している。そして、2015年

には本業の傍らでHARES会社を設立した。しばらくは複業で仕事をしていたが、2017年に勤務先を

退職し、独立した（さらに2021年からはもう１社創業）。その後は複業研究家として活動し、

2018年に『複業の教科書』を出版したことがきっかけとなり、複業関係の講演や政府の委員就

任、またメディアでの露出も増えたという。この複業研究家としての様々な出会いが、自身の新

しい引き出しとなり、その引き出すがまた新たな複業支援に繋がりと、好循環が起きている訳で

ある。 

 
14 2023年2月24日にオンラインビデオツール（zoom）を用いてインタビュー調査を実施。 
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さて、ここまでの西村氏のプロフィールであれば専業起業者（勤務先を退職してから起業）に

なるのであるが、此度のヒアリング調査で、現在は複業で支援していた企業にて再び社員として

フルタイムで働き始めていることが分かった。これはすなわちこれまでには見られなかった動き

であり、「勤務先を退職してから起業するが、のちに新しい勤務先に勤めながら起業の仕事を複

業として継続する」という新しいパターン（新複業継続者）と言える。現在こそ少数派のパター

ンであるが、今後スタートアップ・エコシステムが順調に確立できれば、こうした西村氏のよう

なパターンの複業継続者は増えるかもしれない。 

複業を活用したスタートアップ（複業起業）について尋ねたところ、メリットについては「リ

スクを下げられること（特に家族がいる場合）」の1点に尽きるという。加えて、このメリットは

個人に帰結するだけでなく、企業としても、①採用力が上がる、②離職率が下がる、③社員の主

体性・モチベーションが高まる、④社員の新たなスキル・知識・つながりが増える、⑤新規事業

につながるといったメリットがあるという15。一方、デメリットは「独立へのスピードが遅くな

る」とのことであった。 

次に、都市と地方（地域）のスタートアップ・エコシステムについては、「都市、地方（地

域）に限らず、企業にとって複業へ取り組みというのは価値観の問題であり、新しい価値観にア

ップデートできない企業は今後淘汰されていくのではないか」「かつて自社で働いていた人を再

雇用するカムバック・アルムナイがもっと広がれば、イノベーションが増える可能性がある」

「複業企業に対してもっと支援するエンジェルやベンチャーファンドが増えないと全体最適には

繋がらない」とのことであった。 

いずれにしても、新複業継続者（勤務先を退職してから起業。のちに新しい勤務先に勤めなが

ら起業の仕事を複業として継続）から見た場合においても、複業を活用したスタートアップのあ

り方（複業起業）はデメリットを上回るメリットがあり、このパターンにおいてもその際「学び

直しやネットワーク構築」が重要となっていたことが確認できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 この点については、小野寺萌・岸浩稔も「大企業で経営資源を用いた事業開発の経験や特定の分野での業務経験

を持つ人材を正社員、業務委託、兼業・副業、プロボノ、大企業からの出向など、あらゆる手段で採用しやすくな

り、組織の成長を押し上げることができる」と同様の指摘している（小野寺・岸 2022、57頁）。 
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(5)小括  

 以上のヒアリング調査をまとめれば、図表10のようになる。 

図表10 ヒアリング調査結果一覧 

 塚本氏 赤石氏 大槻氏 西村氏 

パターン 専業起業者 複業継続者 専業移行者 新複業継続者 

年齢 50代 40代 50代 30代 

居住地（出身地） 東京都 

（京都府） 

福井県 

（北海道） 

京都府福知山市 

（京都府） 

東京都 

（東京都） 

現職 株式会社代表取締役 地域企業社員 

（経営企画室） 

地域企業社員 

（飲食事業部） 

・株式会社CEO 

・株式会社社員 

複業の内容 

（開始時期） 

非営利団体 

（入社18年目） 

一般社団法人理事 

（入社17年目） 

社内新規事業 

（入社7年目） 

株式会社 

（入社4年目） 

複業起業のメリットに

ついての見解 

・リスクヘッジで

きる（収入の安定

含む） 

・準備時間の確保 

・準備時間の確保 

・事業の試行錯誤が

できる 

・収入が安定する 

・本体から資金

（投資）確保 

・実績がある本体

の信頼 

・リスクを下げられ

る（収入の安定含

む） 

複業起業のデメリット

についての見解 

・本業とのバランス 

・モチベーション維持

及び支援者からの信用

失墜の恐れ 

・本業とのバランス 

・勤務先への複業の

通知が必要 

本業とのバランス 独立へのスピードが

遅くなる 

SUエコシステムについ

ての見解 

ソーシャルビジネ

スであれば、地方

（地域）にチャン

スあり 

土壌が出来てない。

まずは学び直しやネ

ットワーク構築が重

要 

大学での学び直し

と行政とのネット

ワークが重要 

新しい価値観にアッ

プデートすることが

重要 

学び直し経験・ネット

ワーク構築 

あり 

（資格ほか） 

あり 

（大学院ほか） 

あり 

（大学のプログラム） 

あり 

（複業研究（家）） 

出所:筆者作成 

 

共通点を整理するならば、まず複業を活用したスタートアップ（複業起業）のメリットは、①

「リスクヘッジになる（収入面含む）」、②「準備時間が確保できる」、③「試行錯誤できる」

の３点に集約されるだろう。また、企業内起業（事業移行者）に限っては、本体からの資金や本

体そのものの信頼が大きいということも確認できた。 

一方、複業を活用したスタートアップ（複業起業）のデメリットについては「本業（ここでは主

たる収入を得ている方という意味）とのバランスが難しい」というのが共通点であり、あとは独

立へのスピードが遅くなる、モチベーションの維持が難しい、支援者からの信頼が得られにく

い、といった個別意見も聞かれた。ただし、いずれのパターンであれ、現行では、デメリットを

上回るメリットが大きく、スタートアップ企業を増加させるための有効な手段であることが確認

できた。すなわち、本稿で紹介した経団連の提言や先行研究での知見と一致した結論が導出でき

たと言えよう。 

次に都市と地方（地域）のスタートアップ・エコシステムについては、様々な意見やアイディ

アが聞かれたが、現行のスタートアップ・エコシステムついては、都市部以外では土壌としてま

だ確立できいないという前提で、「学び直しやネットワーク構築」の重要を強調する声が多く多

く聞かれた。そして「ソーシャル分野などについては基礎自治体とのコミュニケーションが取り

やすい地方（地域）にむしろ強みがある」との知見も示唆深い。   
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いずれにしても、複業を活用したスタートアップ（複業起業）および地方（地域）におけるス

タートアップ・エコシステムについては、経団連の提言や先行研究でもまだ手薄感があり、ここ

にこそ次の日本が注目、あるいは着手すべき伸び代がありそうである。もとより新しい価値観が

根付くまでには時間がかかるだろう。しかし、複業を活用したスタートアップ（複業起業）と地

域特性を生かしたスタートアップ・エコシステムを中心に展開すれば、新しいイノベーションが

生まれる可能性も高まるであろう。 
 

5.おわりに  

（1）政策提言 

本稿では、こんにち注目される複業の活用視点からスタートアップの可能性について論じてき

た。具体的には、まずスタートアップや複業、スタートアップ・エコシステムを取り巻く概況に

ついて整理したのち、先行研究や実践事例をレビューした。続いて、複業を活用したスタートア

ップのあり方（複業起業）とスタートアップの可能性について、パターン別による4人の複業経験

者へのヒアリング調査の結果から、複業を活用したスタートアップの可能性、とりわけ地域特性

を生かしたスタートアップ・エコシステムの確立に向けたエッセンスの導出を行った。 

以上を踏まえ、最後にささやかながらの政策提言を行いたい。日本に今後求められるスタート

アップのための方策は、以下の通りである。 

まず行政レベルでは、政府や経済界のスタートアップ創出宣言に呼応するスタートアップ政策

が必要である。たとえば、参入の手続き、規制、納税面での障壁の提言、ロールモデルの紹介を

通じたアントレプレナーシップ意識の醸成、アントレプレナーシップ教育を含む学習環境の増加

などがその具体策となるだろう。 

そして、その際、政府は大企業や都市圏だけでなく、もっと地域や多様な主体を重視したSUエ

コシステムの確立に向けて、政策の舵を切るべきである。また、日本だけで完結するのではな

く、日本企業が海外で起業する、日米で起業するのを支援するといったグローバルな視点も必要

かもしれない。加えて、加藤雅俊が指摘する「アントレプレナー政策」と「中小企業政策」を区

別しつつ、シームレスにつなげていくことも重要な論点であろう（加藤 2022、241頁）。 

アントレプレナーシップ教育については、たとえばシームレスなベンチャー支援の取組みによ

り、大学発ベンチャーを157社（2021年度）16輩出している東北大学の事例はまさにその先進事例

になると思われる。東北大学は、自大学のスタートアップのみならず、現在は、JST（科学技術振

興機構）の予算を獲得し、2022年度からは弘前大学（青森県）、秋田大学、岩手大学、山形大

学、宮城大学、新潟大学、長岡技術科学大学、福島大学、会津大学を巻き込み「みちのくアカデ

ミア発スタートアップ共創プラットフォーム」を構築する動きも展開している（植田・石倉 

2022、34頁）。これなどは地域特性を生かしたスタートアップ・エコシステムの好例にもつなが

る可能性が高い。 

次にスタートアップ・エコシステムレベルで求められる方策としては、地方（地域）のエッジ

の効いたスタートアップ・エコシステムをいかに多様に作るかが求められるだろう。言うまでも

なく、地方都市の場合、１都市や１組織だけでは規模の論理で都市圏に勝てまい。したがって、

広域や組織間の連携でスタートアップ・エコシステムを形成したり、オンラインを活用したりす

るエッジの効いた差別化が求められる。先述した福知山公立大学のNEXT産業創造プログラムで

は、近隣の行政、経済界、金融機関とタッグを組むだけでなく、東京に立地する大学の教員陣を

客員教授として招聘し、プログラムづくりを行なっている。またオンラインでの講義もフル活用

することで参加者も教授陣も全国から集まるようになった。これなども一例にはなるだろう。加

 
16 うち2社は国内未上場のスタートアップ企業上位20社のうちの2社にノミネート。 
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えて、2022年度からは販路拡大や発信力強化にも繋げるべく、社会に向けた多様な価値を発信す

る会員制の施設である渋谷QWS(キューズ)とも連携している。このように地方（地域）完結ではな

く、都市圏とも緩やかに連携していく姿勢も重要であろう。 

続いて、企業１社１社に求められる方策としては、言うまでもなく、就業規則の改正による複

業容認はもとより、複業を活用したスタートアップのあり方（複業起業）など多様な働き方の導

入が求められよう。その際、経団連が提案する「カムバック・アルムナイ採用」や西村創一郎が

提案する「複業採用」など多様な採用と人事交流なども一考の価値がある。繰り返しになるが、

その際のキーワードは「越境体験による認知的不協和」であった。例えば、地方（地域）発で多

様な働き方を実践する事例としては、京都府北部の舞鶴市で学んだ田中邦裕氏が1996年創業した

データセンターの大手さくらインターネット（資本金約22億、従業員数約500人）の「さぶりこ

（Sakura Business and Life Co-Creation）」が参考になる。さぶりこでは、①ショート30（業務を

早く片付けたら30分前に退社OK）、②フレックス（その日の勤務時間を10分単位でスライド可

能）、③タイムマネジメント（20時間分の残業手当を先払い支給）、④どこでもワーキング（自

宅・カフェ・コワーキングスペースなど都合にあった場所で勤務可能）、⑤リフレッシュ（心身

リフレッシュを目的とした様々な休暇制度）、⑥パラレルキャリア（複業・NPO・ボランティアな

ど様々なキャリアに挑戦）、⑦ファミリータイム（育休・育休明けにもフレキシブルな時短勤務

を用意）の７メニューを用意し、社員が感じる働きがいと会社が用意する働きやすさの双方を達

成している。会社としての考え方は性善説に立ち、個人事業主については届け出も不要としてい

るという。こうした取り組みの結果、自社アンケートではあるが、「働きがいのある会社である

と言えるかどうか」についての社員の受け止めは、54.6％（2015年度）から68％（2017年度）に

13.4ポイントも向上したという。最初からこの水準は難しいにしても、一つの目標事例として参

考になるだろう（労務行政研究所 2017、92頁）。政策提言は以上である。 

 

（2）積み残した課題など 

最後に本稿で積み残した課題についても一言言及しておきたい。本稿では、これまでに先行研

究にはない切り口でスタートアップ問題を深掘りはできたものの、国内の先行研究と実践事例に

留まり、海外の複業を活用したスタートアップについてはレビューすることが十分できなかっ

た。その意味では海外と日本の比較視点については補強が必要である。また、インタビュー対象

者も4名と限られた人数であったため本稿で得られた結論を一般化するにはやや早計であることも

事実である。これらの点についてはひとえに筆者の力不足であり、今後の研究課題としたい。 

最後に、堀紘一は、日本の歴史を振り返ると、「一人生涯一社」の時代は戦後と江戸時代の二

度しかなく、戦国時代まで遡ると、徳川家康を例に引くまでもなく、戦国武将は基本的に1人の殿

様に仕えたわけではなかったことを指摘している（堀紘一ほか 2003、138頁）。その意味では、

居ながらベンチャーであれ、副業起業であれ、スタートアップ出向であれ、これらの概念のルー

ツは真新しいというよりは、日本人の文化的なもの、あるいは慣習的なものと解することができ

るかもしれない。その意味では、本稿で提案する複業を活用したスタートアップ（複業起業）と

いうのは、昔は当たり前であった感覚をあえて復活させたもの、と捉えられる向きもあるのかも

しれない。 

かの有名な経済学者シュンペーターは、「アントレプレナーとは生産手段や要素を組み合わせ

て新しいもの生み出す新結合を遂行する個人」と説いた。その意味では現在見えているもの同士

だけでなく、過去と現在の新結合にも未来を展望する新たなイノベーションの種が隠されている

のではないだろうか。このことを強調して本稿を閉じることとしたい。 
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プ・アクセレーター研究所主催の研究会に招かれていなければ、着想や執筆に至らなかった。所長の板倉宏昭先生
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スタートアップ・エコシステムの評価指標の提案と日本のスタートア

ップ・エコシステムの評価の試み 

Proposal of evaluation criteria for startup ecosystems and trial evaluation of startup ecosystems in Japan 

 

藤田 正典 
(政策研究大学院大学 客員研究員、東京大学 特任研究員) 

 

1. はじめに 

イノベーションとは、従来とは異なる革新的な手法で、社会的または経済的価値を創造するこ

とであり、社会・経済発展の基盤である。イノベーションは、起業家が行うスタートアップ事業

によって具現化し、社会や経済に発展をもたらしてきた。日本を失われた30年間を経て再び成長

軌道に戻すため、新たな価値を創造するスタートアップ、そして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。しかし、世界の中で、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は極めて低い。 

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

題をレビューした。その結果、日本のスタートアップに共通する課題として、(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、などを挙げた。 

一方、世界に目を向けると、スタートアップ・エコシステムは、いくつかのモデルに分類され

る。藤田（2022）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

特徴をレビューした。世界のスタートアップ・エコシステムのモデルとして、(a)シリコンバレー

の開放的ネットワーク・モデルに対比して、(b)ボストンRoute128の閉鎖的ピラミッド・モデル、

さらに、(c)企業スピンオフ・モデル、(d)大学スピンオフ・モデル、(e)公的研究機関スピンオ

フ・モデル、(f)シリコンバレー出先モデル、(g)シリコンバレー分離モデル、(h)特区都市モデル、

(i)独自モデルなどを挙げた上で、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

システムのモデルを提示し、日本がエコシステムを形成するにあたっての課題を考察した。新た

な価値を創出するスタートアップ・エコシステムには、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、経験効果によってべき乗則に則

り、歴史のあり規模が大きいスタートアップ・エコシステムが有利となるため、後発で規模が小

さくスタートアップ・エコシステムは不利であろう。したがって、多様性や雇用流動性が低く、

また、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、その経験や規模が他国に劣る

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。 

本稿では、スタートアップ・エコシステムの形成に影響を与える要因をさらにレビューし、こ

れらの要因を評価指標として、現在、日本において推進されているいくつかのスタートアップ・

エコシステムを、海外のベンチマークとすべきスタートアップ・エコシステムと比較評価するこ

とを試みる。 

以降、本稿では、第2節で、スタートアップ・エコシステムの基本的な概念についてまとめた上

で、第節で、日本のスタートアップ・エコシステムの課題を整理し、第4節で、スタートアップ・

エコシステムについて評価指標を提言し、第5節で、日本のスタートアップ・エコシステムについ

て評価を試みる。さらに、第6節で日本のスタートアップ・エコシステムを考察し、最後にまとめ

る。 
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2. スタートアップ・エコシステム 

2.1. スタートアップ・エコシステムとは 

(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）。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含まれる（藤田、2021）。 

 

(2) 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。永田（2022）は、ビジネ

ス・エコシステムについて、いくつかの研究事例を挙げてレビューした。Moore（1993）が生態系

のエコシステムの概念を、産業や事業に初めて導入し、その後、Gawar & Cusumano（2002）がイン

テルの事例を挙げて、製品やサービスに関するシステムの中核的な技術を「プラットフォーム」

と呼び、エコシステムについて言及した。Iansiti &Levien（2004）は、マイクロソフトの事例を

挙げて、「共有された運命（Shared Fate）を特徴とするビジネス・ネットワーク」を「ビジネ

ス・エコシステム」と呼び、このビジネス・エコシステムの中において「キーストーン」（ビジ

ネス・ネットワークが交差するハブを占有し、多数のニッチ・プレーヤーを創出する基盤を提供

する存在）としてのマイクルソフトの重要性を論じた。Teece（2007）は、ビジネス・エコシステ

ムを「企業とその顧客および供給に影響を与える組織、機関および個人のコミュニティ」と定義

し、環境としてのビジネス・エコシステムをと「ダイナミック・ケイパビリティ」を保有する企

業について論じた。Baldwin（2012）は、IBMシステム360の事例を挙げて、製品アーキテクチャー

のモジュール化が分散型イノベーションを可能にしたことを論じ、そのことがビジネス・エコシ

ステムを台頭させた要因であるとしている。 

また、ビジネス・エコシステムについて、Mcintyre et al.(2017)は (1)Industrial organization 

economics、(2)Technology management、(3)Strategic managementの三つの視点で分類し、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の四つの階層化した視点で分類している。 

 

(3) イノベーション・エコシステムとスタートアップ・エコシステム 

ビジネス・エコシステムには、図表 1 に示すような二つのタイプのエコシステムがあることが

分かる。一つはイノベーション・エコシステムで、新たな価値を提供するため、企業間の連携・

協業としてのエコシステムであり、もう一つはスタートアップ・エコシステムで、新たな企業を

孵化・育成するため、新規設立企業支援コミュニティとしてのエコシステムである。 
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ビジネス・エコシステムについて、永田（2022）は、イノベーションに焦点を当て「イノベー

ション・エコシステム」を「イノベーションの創出・伝播を遂行するアクター間の相互依存的な

関係からなるコミュニティと、そのイノベーション・プロセスに影響を及ぼすアクター並びに制

度的環境要因が形成する関係の総体」と定義した。 

ビジネス・エコシステムのなかでも、特にスタートアップに焦点を当てたスタートアップ・エ

コシステムに関して、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)。 

図表 1に示すこれらの二つのエコシステムは、その目的や関連するプレイヤーが異なり、狭義

では異なるエコシステムであるといえるであろう。 

一方で、GAFA1と呼ばれる企業群がスタートアップ・エコシステムから生まれ、イノベーション

・エコシステムを構築していることからも分かるように、この二つのエコシステムは全く独立し

たものではなく、相互に関連しあっていることが推察される。Fujita et al.（2021）では、ベン

チャーキャピタルが、スタートアップ企業であるユニコーンの支援のみならず、投資関係に基づ

いて企業間、産業間、国際間のネットワークの構成をし、スタートアップ・エコシステムにおい

て、新規スタートアップ企業の孵化・育成しているにとどまらず、イノベーション・エコシステ

ムにおいても、新たな価値の創造に貢献していることを示し、これら二つのエコシステムが相互

にお関連していることを示唆している。 

このように、ビジネスにおけるエコシステムはいくつかの定義があるが、本稿では、ノベーシ

ョン・エコシステムとスタートアップ・エコシステムは相互に関連するビジネス・エコシステム

とする。また、本稿では、スタートアップ・エコシステムの定義は「スタートアップ・エコシス

テム東京コンソーシアム」が定めたものを用いることとする。 

 
1 米国の IT（情報技術）企業大手であるグーグル（Google、現在はAlphabetの子会社）、アップル

（Apple）、フェイスブック（Facebook、2021年10月よりメタに社名変更）、アマゾン・ドット・コム

（Amazon.com）の頭文字をつないだ造語のこと。 

図表 1 ビジネス・エコシステムの二つのタイプ                            

A 

 

 内容 

イノベーション・ 

エコシステム 

 新たな価値を提供するため、企業間の連携・協業としての

エコシステム 

 プラットフォーマー企業やその提携・協業企業などから構

成される 

スタートアップ・ 

エコシステム 

 新たな企業を孵化・育成するため、新規設立企業支援コミ

ュニティとしてのエコシステム 

 スタートアップ企業とインキュベーター、ベンチャー・キ

ャピタル、大学などから構成される 

出所：筆者作成 
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2.2. スタートアップ・エコシステムの類型化 

スタートアップは、一から新規にスタートする事業のみならず、大学や研究機関からのスター

トアップとともに、大企業内で新規事業や中小企業のなども含めて考えることができよう。藤田

（2021）は、スタートアップのアクターに焦点を当てつつ、 

図表 2のようないくつかのモデルを示した。 

 
永田（2022）は、イノベーション・エコシステムのコミュニティのアクターには関連するイノ

ベーションのサプライチェーンを構成する企業と補完業者が含まれ、イノベーション・プロセス

に影響を及ぼすコミュニティ外のアクターには最終消費者、知識の源泉となる大学・研究機関、

競合関係にある企業、ベンチャー・キャピタルなどが含まれる。また、制度的環境要因には、知

的財産制度、競争法、科学技術法制などの法制度、イノベーション・プロセスに影響を及ぼす社

会的な慣行・規範などが含まれるとしている。永田（2022）は、イノベーション・エコシステム

を、イノベーション発生のメカニズムとしての「アクティビティ」（シーズ展開、ニーズ（課題

）対応）と、ビジネス・ネットワークが交差するハブを占有し、多数のニッチ・プレーヤーを創

出する基盤を提供する「キーストーン」（企業（産業部門）、大学・研究機関）の二つの軸によ

り、図表 3のような四つの区分に類型化している。 

 

図表 2 スタートアップ・エコシステムの類型区分（アクターの観点）                   

A 

アクターに焦点をあてた 

スタートアップの類型区分 
内容 

独立型 

(アントレプレナー型) 
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 

大学型 

(アカデミア型) 

「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 

企業型 

(イントレプレナー型) 

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 

事業承継型 

(リバイバル型) 

「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 

社会型 

(ソーシャル型) 

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 

出所：藤田（2021）をもとに筆者が作成 
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さらに、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一方で、それぞ

れ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関係を持ちつつ形成されている

ケースも多い。藤田（2022）は、シリコンバレーとの関係性に焦点を当てつつ、図表 5および図

表 5に示すようないくつかのモデルを示した。 

 

図表 3 イノベーション・エコシステムの類型区分（アクティビティとキーストーンの観点）      A 

 
アクティビティ 

シーズ展開 ニーズ（課題）指向 

キー 

ストーン 

大学・研究機関 サイエンス駆動型 オープン・ユニバーシティ型 

企業（産業部門） 産業ニーズ駆動型 事業創造プラットフォーム型 

出所：永田（2022） 

図表 4 スタートアップ・エコシステムの類型区分（シリコンバレーとの関係性の観点）           

A 

スタートアップの類型区分 内容 

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。 

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。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。 

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。 

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。 

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。 

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。 

出所：藤田（2022）をもとに筆者作成 
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3. 日本のスタートアップ・エコシステムの課題 

3.1. 日本のスタートアップの現状 

日本のスタートアップ・エコシステムの課題は、他国に比較しスタートアップ・エコシステム

に後れを取っていることである。図表 6 国ごとのユニコーンの企業価値の合計（2022年2月2日時点）図表 

6に、CB Insightsが提供するデータ（CB Insights、2022）をもとに国ごとのユニコーン2の企業価値

の合計のデータをグラフで示す。GDPで、英国、インド、ドイツなどを凌ぎ、世界第3位の日本が、

ユニコーンの企業価値では世界22位となっていることが分かる（藤田、2022）。 

 

 
2 「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）。 

 

図表 5 シリコンバレーとの関係性の観点からのさまざまなスタートアップ・エコシステム 

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
ポール出所：藤田（2022） 
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3.2.日本のスタートアップ・エコシステムの課題 

藤田（2022）は、日本のスタートアップ・エコシステムの課題に関して、(1)日本社会における

人材の多様性、(2)日本社会における人財の流動性、(3)日本のスタートアップ・エコシステムの

後発性、を挙げ、また、藤田（2021）では、日本のスタートアップの課題が逆スパイラル（負に

ループする因果関係）になっていることを論じている。 

 

(1) 日本社会における人材の多様性 

日本のスタートアップ・エコシステムの課題として、多様性の不足が挙げられる。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。

図表 7に示すシリコンバレーエリアにおける移民の比率によれば、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。 

図表 6 国ごとのユニコーンの企業価値の合計（2022年2月2日時点） 

 

出所：藤田（2022）（CB Insightsが提供するデータをもとに筆者作成） 

 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

企
業
価
値

(B
il.

U
S
D

) 
国ごとのユニコーンの企業価値合計



72 

 

 

 

(2) 日本社会における人材の流動性 

日本のスタートアップ・エコシステムの二つ目の課題として、日本の人材の流動性の欠如が挙

げられる。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 8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。高度安定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、変化

の激しい現在においてもこの低い雇用流動性が維持されており、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（2006）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」と述べている。また、福嶋（2015）は、日本にはシリアル・アントレプレナ

ー3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、と指摘している。 

 
3 Serial entrepreneur。新しい事業を何度も立ち上げる起業家のこと。 

出所：藤田（2022）（Saxenian (2006)をもとに筆者作成） 

37%

20%

13%

7%

6%

5%

3%
3%

6%

サンフランシスコ・ベイエリアにおける専門職・技術職

移民出身国比率（1985-2000）

中国

インド

台湾

イラン

ロシア

韓国

ベトナム

メキシコ

その他

図表 7 サンフランシスコ・ベイエリアにおける専門職・技術職移民出身国比率（1985-2000） 
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(3) 日本のスタートアップ・エコシステムの後発性 

日本のスタートアップ・エコシステムの三つ目の課題は、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4に則り大規模なエコシステムほど求心力があるため、先行する米国などの大規模なエコ

システムがますます大きくなり、やがて寡占化することになる。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

易ではないことが示唆される。 

 

(4) 日本のスタートアップの課題の逆スパイラル（負にループする因果関係） 

藤田（2021）では、日本のスタートアップの課題は、スタートアップの以下のような課題のそ

れぞれの課題が原因となり他の課題に影響し、図表 9 のようなループする因果の関係となってい

ることを指摘した。1990年代にはじまった失われた 30年の要因の一つは、起業が促進される起業

促進スパイラルにうまく乗れず、その逆の起業衰退スパイラルになっていることにある、として

いる。 

⚫ 起業の失敗に対する危惧 

⚫ 起業の知識・能力・経験の不足 

⚫ 起業の成功事例や成功者(ロールモデル)の不足 

⚫ 起業に対する社会・家族の理解の不足 

 
4 統計モデルの一つ。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」とも呼

ばれる。全体の数値の残りの一部は多くの要素が占めており「ロングテール」と呼ばれる。 

図表 8 日本と欧米の労働・雇用慣行の比較 

 

出所：藤田（2022）（小熊英二（2019）、田中博秀（1980）をもとに筆者作成） 
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4. スタートアップ・エコシステムの評価指標 

4.1. イノベーション・エコシステムの構成要件 

永田（2022）は、イノベーション・エコシステムの構成要件として、図表 10に示すような「資

源」「制度配置」「ダイナミクス」の三つのカテゴリーを挙げ、さらに以下のような評価項目を

挙げている。特に、資源の観点から、当該拠点事業が形成するイノベーション・エコシステムの

ビジョンを掲げプロジェクトを強力にけん引する「変革型リーダー」の存在と、「制度配置」の

観点から、変革型リーダーのビジョンや目標を追求できる環境を整備することについて、それら

の重要性について論じている。 

図表 9 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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4.2. イノベーションをもたらす資源 

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、という五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）。ここで、同じものを重ね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、新たに組み合わされる、つまり「新結合」がなければ価値

は創造できない。 

オープンなネットワークは、多くのさまざまな新結合の機会を提供することが可能であり、「オ

ープン・イノベーション」（Chesbrough, 2003）をもたらすことになるであろう。また、イノベー

ションには、持続的イノベーションと破壊的イノベーションの二つのイノベーションがある

（Christensen、1997）。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）。 

 

図表 10 イノベーション・エコシステムの構成要件                            

A 

イノベーション 

エコシステムの

構成要因 

内容 

資源 

 ビジョンを掲げ、プロジェクトを強力に牽引する「変革型リーダ

ー」 

 地域産業の基盤、大学・公的研究機関、多様なアクターに対する誘

因となる「固有の教育研究資源」、 

 プロジェクトの担い手として必要な専門知識を有する研究者や支援

スタッフなどの「固有の人的資源」 

 産学官民のプラットフォームを構築に必要「人的ネットワーク」、

業家、市民を含む「地域コミュニティ」 

 金融機関による資金提供 

制度配置 

 固有のビジョンの明確化 

 資源の動員の仕組み（変革型リーダーの招請、権限配置、地域大

学、自治体、産業界の独自事業による資源動員、独自財源の充当、

特区・規制緩和、政府による助成事業、など） 

 機動的な意思決定、合意形成の仕組み 

 円滑な情報共有の仕組み 

 外部資源の仕組み 

ダイナミクス 

 組織内連携のダイナミクス（トップのコミットメント、枠組みを超

えた協力関係） 

 外部連携のダイナミクス（拠点間連携、など） 

 広域連携のダイナミクス（拠点事業の水平展開、など） 

出所：永田(2022)をもとに筆者作成 
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4.3. イノベーションをもたらす社会制度 

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5。その代表的なモデル

を図表 11に示す。図表 11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。Aoki（2001）を参考に、「金融制度」については、図表 12のような四

つの制度のモデルが考えられるであろう。また「労働・雇用制度」、すなわち、雇用の流動性な

どの観点にフォーカスすると、図表 13図表 14のような四つの制度のモデルが考えられるであろ

う。 

 

 
5 比較制度分析（Comparative Institutional Analysis、CIA）。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・ロバーツ教授らが中心になって研究、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。なお、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。 

図表 11 比較制度分析による制度モデルの事例                            

A 

モデル 
組織アーキ

テクチャー 

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 

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 

企業内人事管理・

終身雇用、企業内

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 

SV 
多様な 

カプセル化 

ベンチャーキャピタ

ル（VC）によるトー

ナメント型 

VCによる段階的ファ

イナンス、IPO市場 

スタートアップ企

業の短ライフサイ

クル・高モビリテ

ィ 

出所：Aoki（2001）などをもとに筆者作成 
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図表 12 金融制度の類型 

出所：Aoki（2001）などをもとに筆者作成 

企業

証券市場

証券市場型

企業

メイン
バンク

メインバンク型

企業

コミット
した株主

コミットした株主型

企業

ベンチャー
キャピタル

ベンチャーキャピタル型

図表 13 労働・雇用制度の類型区分                                  

A 

人材の流動性の類型区分 内容 

階層縦個人型 
雇用官僚制、職務型組合。ICT革命以前の米国の典型的なモデ

ル。 

階層縦社会型 
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。日本の典型的なモデル。 

階層横社会型 
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。ICT革命前のドイツなどの伝統的なモデル。 

ネットワーク型 
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。一般的なシリコンバレー・モデル。 

出所：Aoki（2001）などをもとに筆者作成 
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4.4. イノベーションのダイナミクス 

スタートアップ・エコシステム形成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6」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。 

 
6 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。 

図表 14 労働・雇用制度の類型 

階層横社会モデル （資格証明・職業的組合、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）
階層縦社会型モデル （終身雇用・企業内組合、閉鎖的）

出所：出所：藤田（2022）（Aoki（2001）などをもとに筆者作成） 

階層個人型モデル
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近年、社会・経済は大きく変化してきた。まず、生産性の向上により製品はコモディティ化し、

またインターネットの普及などにより生産者と消費者の情報格差が縮小し、市場は生産者主導か

ら消費者主導へ、すなわち、プロダクトアウトからマーケットインへと変化した。市場は単独の

製品（もの）の所有から総合的なサービスや提供価値（こと）の享受へと変化している。社会が

高度化、複雑化、複合化してゆく中で、生産者はバリューチェーンやサプライチェーンを構築し

て活動範囲は拡大した。さらに、アナログからデジタルへの技術変化により、多くの製品が擦り

合わせによるインテグラルなアーキテクチャーからインタフェースによるモジュラアーキテクチ

ャへと変化した。 

このような環境変化の中で、図表 15に示すようにビジネスにおけるゲームのルールも変化して

きた。個別の企業は中核企業を中心とした契約に基づく企業グループや系列に基づくグループを

形成してサプライチェーンを構築してきたが、プラットフォーマーと呼ばれる企業を中心とした

ネットワーク型のエコシステムによる価値提供モデルが大きな影響力を持つようになってきてい

る。単独の製品の提供から総合的な価値の提供をどのような経営資源や体制で提供するかについ

てのビジネスモデルの競争へと変化している。 

Adner（2021）は、今日のゲームチェンジは、Christensen（1997）が呼んだ単独の製品やサービ

スの「破壊的イノベーション」によってもたらされるのではなく、顧客にとっての価値を総合的

に提供する新たな企業間連合のエコシステムによってもたらされるとし、これを「破壊的エコシ

ステム」と呼んだ。ビジネスのゲームのルールの変化として、(1)供給サイドの機能分析から需要

サイドの価値分析への変化、(2)業界の枠内の競争から業界の枠を超えた競争への変化（株主中心

のエゴシステムからコラボレーションによるエコシステムへの変化）、(3)プロダクトイノベーシ

ョンからエコシステムのイノベーションへの変化、(4)PDCAからアジャイルへの変化、などを挙げ

ている。 

 
 

 

 

 

 

 

図表 15 エコシステムの推移 

出所：筆者作成 

 

系列型モデル

ネットワーク型モデル

契約型モデル

独立型モデル

バリューチェーン
サプライチェーン

オープン化

デジタル化
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4.5. スタートアップ・エコシステムの評価指標 

本稿においては、これまでの議論を踏まえ、永田（2022）をベースして、スタートアップ・エ

コシステムに影響を与える要因として、その評価指標を表 16の通り提案する。 

「資源」はエコシステムが形成される土壌であり、そこにはイノベーションをけん引する変革

型のリーダーとそれに呼応してイノベーションを発生させる人々の多様性が求められる。しかし、

これらの資源だけでは、エコシステムが形成されることは困難である。こられの資源によってエ

コシステムが形成されるためには「制度」が整えられていなければならない。具体的には、人

（ひと）、技術や製品・サービス（もの）、金（かね）についての制度が整えられていなければな

らず、またこれらがエコシステム中で新結合するための（公式・非公式な）ネットワークやコミ

ュニティづくりの制度が必要である。さらに、これらの資源と制度によって形成さえるエコシス

テムは、一夜に形成されるものではなく、時間的な知識・経験の蓄積（経験効果）など経路依存

による「ダイナミクス」や、他のエコシステムとの相互作用（シリコンバレーなど既存のエコシ

ステムとの関係）などの「ダイナミクス」の影響が非常に強いと考えられる。 

 

5. スタートアップ・エコシステムの評価の試み 

5.1. 日本のスタートアップ・エコシステム 

藤田（2022）では、スタートアップ・エコシステムについてレビューし、主な日本のスタート

アップ・エコシステムとして以下のようなものが挙げている。 

 

(1) 筑波研究学園都市 

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

表 16 スタートアップ・エコシステムの評価指標                            

A 

スタートアップ

の構成要件 
評価項目 備考 

資源 
変革型のリーダーシップ 変革ビジョン、リーダー、など 

資源の多様性 専門分野、民族分野、など 

制度 

就労・雇用制度 雇用の流動性、など 

経営支援・技術支援制度 公的機関、VC、大学などによる支援の仕組み 

金融制度 証券市場、メインバンク、株主、VC、など 

コミュニティ形成支援制度 内外資源活用・連携などの仕組み 

ダイナミクス 

（動力） 

エコシステムの経路依存 
エコシステムにおける知識・経験の蓄積、な

ど 

エコシステムの相互作用 他エコシステムとの関係性、など 

出所：筆者作成 
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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）。 

 

(2) 本郷 

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）。 

 

(3) 鶴岡 

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

外の多様な人材を採用し、グローバル市場を念頭においた経営をしている（Spiber 株式会社、

2023）。 

 

(4) スタートアップ・エコシステム拠点都市 

2019年、内閣府は国内におけるスタートアップ・エコシステムの拠点形成を目的として「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」を発表

した。さらに内閣府はこの戦略に沿って、翌2020年、内閣府はスタートアップ・エコシステム拠

点都市として、以下のグローバル拠点都市が4拠点と推進拠点都市が4拠点の合計8拠点を発表した

（内閣府、2022a、2022b、2023）（東京都戦略政策情報推進本部、2020b）。 

【グローバル拠点都市】 

⚫ スタートアップ・エコシステム 東京コンソーシアム 

⚫ Central Japan Startup Ecosystem Consortium 

⚫ 大阪・京都・ひょうご神戸コンソーシアム 

⚫ 福岡スタートアップ・コンソーシアム 

【推進拠点都市】 

⚫ 札幌・北海道スタートアップ・エコシステム推進協議会 

⚫ 仙台スタートアップ・エコシステム推進協議会 

⚫ 広島地域イノベーション戦略推進会議 

⚫ 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 

 

5.2. 海外のスタートアップ・エコシステム 

藤田（2022）では、主な海外のスタートアップ・エコシステムとして以下のようなものが挙げ

ている。 
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(1) シリコンバレー 

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) ボストン 

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。 

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。 

 

(3) シアトル・オースティン 

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。 



83 

 

 

(4) 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7。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、同国のイノベーション・エコシステムを構成している。 

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。 

 

5.3. スタートアップ・エコシステムの評価の試み 

4.5節で論じたスタートアップ・エコシステムの評価指標に基づき、5.1節および5.2節で述べた

海外および国内のスタートアップ・エコシステムの評価を試みた例を図表 17に示す。なお、図表 

17は、5.1節および5.2節で述べた国内および海外のスタートアップ・エコシステムのレビューに

基づく筆者の主観によるものである。したがって、図表 17の評価結果の妥当性については担保さ

れていない。本稿で図表 17を示す目的は、EBPM8に則って、スタートアップ・エコシステムを多面

的指標による評価する事例を明示し、具体的なスタートアップ・エコシステムの推進策検討に資

することである。 

 
7 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)。 

8 Evidence Based Policy Makingの略。エビデンスに基づき政策を決定すること。 
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6. 日本のスタートアップ・エコシステムに関する考察 

6.1. スタートアップ・エコシステムの評価についての考察 

本稿では、日本のスタートアップ・エコシステムの現状と課題についてまとめた上で、スター

トアップ・エコシステムの評価指標を提言し、提言指標の基づきいくつかの日本のスタートアッ

プ・エコシステムについて、海外のエコシステムと対比させつつ評価することを試みた。本稿で

は評価結果の妥当性について担保するものではないが、以下に、その中でも留意すべき項目につ

いて挙げる。日本は、資源の面でも制度の面でも海外の遅れをとっており、個別の評価項目につ

いて今後対応が必要であろう。 

 

(1) 資源の多様性 

日本は、米国などの国とは移民政策が異なり、比較的同質の単民族国家で、人の多様性が低い。

現状、日本の中で、外国人の構成を短期間で変え、さまざまな人材による多様性（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、個々人が認知的な多様性（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が、日本にとっては有効かもしれない。 

 

(2) 制度の流動性 

日本は、米国などの「就労・雇用の制度・慣習が異なり、雇用流動性が低い。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、終身雇用制度をはじめとした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、破壊的イノベーションに適した社会制度

を持つ必要もあるであろう。しかし、社会の制度、風土・文化を変革するには時間が必要であり

図表 17 スタートアップ・エコシステムの評価の試み（例）                         

A 

評価項目 

シリコン 

バレー 
ボストン 

シアトル 

・オース 

ティン 

独（フラ

ウンホー

ファー） 

筑波研究

学園都市 

本郷 

（東京） 

鶴岡 

（山形） 

開放型 閉鎖型 民間型 公共型 公共型 ― ― 

資源 
リーダー ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 

多様性 ○ △ ○ △ × × △ 

制度 

就労・雇用 ○ △ ○ △ × × × 

経営・技術支

援 

○ ○ ○ ○ △ △ △ 

金融 ○ ○ ○ △ △ △ △ 

コミュニティ ○ △ ○ △ × △ △ 

ダイナミ

クス 

経路依存・歴

史 

○ ○ △ ○ ○ × × 

相互作用 ○ △ ○ △ × △ △ 

出所：筆者作成 
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短期間で変えることは難しく、「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) ダイナミクスの後発性 

日本のスタートアップ・エコシステムは、シリコンバレーをはじめとした海外のエコシステム

から、大きく後れをとっている。前述の通り、スタートアップ・エコシステムの形成には、べき

乗測に則り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、先行するスタ

ートアップ・エコシステムは、大規模なエコシステムほど求心力があり、知識や経験が内部蓄積

されて自己増幅し、やがて寡占化することが示唆される。一方、後発のエコシステムは、後発ゆ

えに不利であろう。米国など先行する大規模なエコシステムがますます大きくなり、世界での順

位が22位の日本が、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

連携など、後発性を考慮した施策が必要かもしれない。 

 

6.2. スタートアップ・エコシステムの評価の考察 

(1) エコシステムの多様性 

永田（2022）は、イノベーション・エコシスエムの評価プロセスでの留意点として、特に拠点

が保有する固有資源の違いに焦点を当て、「拠点事業によって形成されるイノベーション・エコ

システムのあり方は本来的に多様であり、唯一最適なエコシステムなどは存在しない」と指摘し

ている。 

Adner（2021）は、今日のゲームチェンジは、Christensen（1997）が呼んだ単独の製品やサービ

スの「破壊的イノベーション」によってもたらされるのではなく、顧客にとっての価値を総合的

に提供する新たな企業間連合のエコシステムによってもたらされるとし、これを「破壊的エコシ

ステム」と呼んだ。すなわち、今日では、エコシステム間の競争が始まっていると考えられる。 

また、最適なエコシステムについては、産業ごとにも異なる可能性がある。例えば、製品・サ

ービスのライフサイクルの短い人工知能分野では、組織の組み換えが柔軟でアジャイル開発が適

したシリコンバレー型のエコシステムが適しているかもしれないが、長期間にわたって研究開発

が必要な原子力技術開発や医療技術開発などは、異なるエコシステムが適しているかもしれない。

産業ごとの優れたエコシステムについて、さらに研究することが望まれる。 

 

(2) エコシステムの実証的評価 

本稿では、日本のスタートアップ・エコシステムの課題という観点から、スタートアップ・エ

コシステムの評価指標を提案し、実際に日本のスタートアップ・エコシステムの評価を試みたが、

実証的に評価したものではない。今後、実証的な評価が望まれる。 

 

7. まとめ 

本稿では、スタートアップ・エコシステムの形成に影響を与える要因をさらにレビューし、こ

れらの要因を評価指標として、現在、日本において推進されているいくつかのスタートアップ・

エコシステムを、海外のベンチマークとすべきスタートアップ・エコシステムと比較評価するこ

とを試みた。 

評価指標として、「資源」「制度」「ダイナミクス」の三つの観点から、「資源」として、変

革型のリーダーシップ、 資源の多様性を、「制度」として、就労・雇用制度、経営支援・技

術支援制度、金融制度、コミュニティ形成支援制度を、さらに「ダイナミクス」として、

 エコシステムの経路依存、 エコシステムの相互作用、を提言した。さらに、これらの

評価指標により、日本のスタートアップ・エコシステムについてベンチマークとなる海外のスタ
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ートアップ・エコシステムと比較して評価することを試みた、その結果、日本のスタートアッ

プ・エコシステムは、資源の多様性、制度の流動性、ダイナミクスの後発性において課題がある

と考えられる。 

本稿の結果は、実証したものではなくその妥当性は担保されていない。また、優れたスタート

アップ・エコシステムや、産業ごとのスタートアップ・エコシステムの特徴については、今後の

課題である。 

一方、日本のスタートアップ・エコシステムの課題を整理し、解決策を検討するにあたり、本

稿で提案したスタートアップ・エコシステムの評価指標は、既に大きく発展を遂げているシリコ

ンバレーなどのスタートアップ・エコシステムと日本のスタートアップ・エコシステムとを比較

する上で、非常に有効であると考えられる。今回の提案指標が、今後のスタートアップ・エコシ

ステムのさらなる調査・研究に向けて少しでも貢献できれば幸いである。 
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デザイン思考を活用した地域産業創出人材育成事業の実践と考察 

〜鹿児島県与論島を事例として～ 
 
Practice and Study of Design Thinking Application in Human Resource Development Project for 
Regional Industry Creation. - 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、国民の社会形成や社会参加への意識が低いことが指摘されている。内閣府が日本を含めた

7か国の満13歳から満29歳までを対象に実施した調査1において「社会をより良くするため、私は社会に

おける問題の解決に関与したい」と答えた人の割合は、「そう思う」、「どちらかといえばそう思う」

を合わせても42.3%と半数に満たず、諸外国と比べて最も低い割合となっている。また、日本財団が

「国や社会に対する意識」をテーマに9カ国を対象に実施した調査2では、「自分で国や社会を変えられ

ると思う」18.3%、「自分の国に解決したい社会課題がある」46.4%、「社会課題について、家族や友人

など周りの人と積極的に議論している」27.2%など、「自身について」質問された全6設問すべての項目

で、他国に差をつけて最低の数値であった。デザイン思考の実践を世界で牽引するデザインファーム、

IDEOの共同経営者であるトム・ケリー（Tom Kelley）は、その著書『Creative Confidence（邦題「ク

リエイティブ・マインドセット」）』日本語版の冒頭において、世界5カ国5000人を対象とした調査3の

結果に触れ、日本以外の国の回答者たちが「日本が世界でいちばんクリエイティブな国だ」と考えてい

るのに対し、自らをクリエイティブだと回答した人の割合は日本が最低であったことに驚きをもって言

及している。新しいアイデアを思いつく創造性に加えて、アイデアを行動に変える勇気や自信、この2

つの要素を兼ね備えた「クリエイティブ・コンフィデンス（創造力に対する自信）」の重要性を説き、

「創造性と自信の両方
、、

（傍点ママ）」を養うことを願うと記して、「日本のみなさんへ」と題された文

章を結ぶ。（トム・ケリー、2014、pp.1-2）。 

 本報告では、条件不利地域とされる鹿児島県与論島にて2021年から実施されている産業創出人材育成

事業の実践を紹介する。ここでは特に、同事業内で展開される「PBL（探究・課題解決型）講座」への

デザイン思考の活用とその実践に注目し、受講者の「クリエイティブ・コンフィデンス」の変容、およ

び、創出された事業プランの傾向などを確認した上で、今後の同事業の発展的継続および他地域での実

践に寄与する考察をおこなう。 

 

2. デザイン思考の理論 

 デザイン思考は、イノベーションを創出するための新たなアプローチを提供するものとして、世界中

の学術誌、ビジネス誌、マネジメント実践の現場、そして教育関係者にいたるまで広く関心を集め、そ

の活用実践例は枚挙にいとまがなく全てを網羅することは不可能といえるレベルである。デザイナーや

企業における新規事業開発担当者、学術研究者など専門家に限らず、すでに多くの一般の人々に様々な

場面で活用されている方法論であり、その活用方法を解説した書籍や記事なども国内外で無数に発刊・

配信され、もはや専門用語ではなく一般語・日常語になったといっても過言ではないだろう。それゆえ

に、デザイン思考の理論的背景にせまる研究は、より豊かな実践を支える基盤として期待される一方、

複数ある言説や方法論的アプローチの優劣の評価や、専門用語としての唯一の定義づけを行おうとする

議論は意味をなさない段階にある。研究者は各現場に実践として立ち現れる使用理論を観察し、他の思

考方法との組み合わせによるシナジーや、実践を研究するための元型となるモデルや類型を整備するな

ど、実践上の理論的支援やアクション・リサーチによる実践への関与と並行した記述の積み重ねにおい

て貢献することが求められよう。デザインとイノベーション・マネージメントの専門家で、世界トップ
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クラスのビジネススクールの１つとして知られるウォーリック・ビジネス・スクール教授のピエトロ・

ミケーリ（Pietro Micheli）らは、2019年の論文でデザイン思考に関する体系的な文献レビューを行っ

た。そのシステマティックレビューにおいて、1985年から2017年までの査読付ジャーナルのタイトルま

たは抄録にある「デザイン思考」にまつわると考えられる検索を行い、32,232件の論文がヒットしたと

報告している。また、レビューされた数多くのデータの中で、非常に多く（全論文の３分の１以上で）

言及された５つの情報ソースが紹介されており、以下、本論考に資する内容と考え、ここに引用する

（図表１）。 

 

図表 1 Most-Cited Sources of Design Thinking 
Author Year Type Frequency of citation in 

the sample 

Brown 2008 Article 48% 

Martin 2009 Book 46% 

Brown 2009 Book 39% 

Simon 1969 Book 39% 

Buchanan 1992 Article 34% 

出所：Micheli et al., 2018, Table 1 より著者作成 

 

 ミケーリらの調査でもわかるように、「デザイン思考」は実践面に加え学術面においても広く引用さ

れる概念である。デザイン思考を批判的に考察したウラ・ヨハンソン・スコルドベリ（Ulla Johansson-

Sköldberg）らは、デザイン領域およびマネンジメント領域のそれぞれにおいて、文脈に応じて複数の異

なる言説が存在し、これらの異なる言説は、互いに競合するものではなく、並行して発展させることが

できるという重要な指摘を行っている。特にマネジメントの領域においては大衆的な性格をもっており、

「理論の実体がない」という研究者もいるほどに、実践と密接に関連するコンセプトであると言及して

いる（スコルドベリ、2013、p.121）。また、その起源については、デザイナー的（デザイナーが人工物

を構想する際の科学的）な考え方に関する理論が数十年にわたり積み重なり検討されることによって構

築されたものとされる 4。デザイン思考における「デザイン」の意味するところは、一般に想起される色

や造形に限定される狭義のものではない。スコルドベリらは、図表１において 39%もの論文から引用さ

れているハーバード・サイモン（Herbert A. Simon）が『The sciences of the artificial』の中で「the 

transformation of existing conditions into preferred ones（現在の状態をより好ましいものに変

えること）」としたデザインの定義が、今日のデザインおよびデザイン思考の学術的な参照点となって

いることを挙げ、経営学研究におけるフレデリック・テイラー5を引き合いに出して、サイモンをデザイ

ン研究の基礎となった人物であると評している（前掲書、p.124）。 

 まだ「人間中心デザイン（Human-Centered Design：HCD）6」という言葉が明確でなかった 1988年、

認知科学者のドナルド・A・ノーマンにより上梓された『THE PSYCHOLOGY OF EVERYDAY THINGS（邦題：

誰のためのデザイン？）』は、ユーザを中心としたヒューマンインターフェイスデザインの研究に貢献

し、刊行後、世界中で参照され続けている著書 7である。そして 2015年、四半世紀ぶりに増補・改訂版

が出版された際、ノーマンはデザイン思考について新たに 1つの章を追加して紹介している（ノーマン、

2015、pp.303-357）。ノーマンによれば、デザイン思考はデザイナーのみならず、アーティスト、科学

者、ビジネスマンなどイノベーションを実践している人は意識せずとも使用しているものであり、人間

中心デザインとダブルダイヤモンド・デザインプロセスモデルという二つの強力な道具をもつという。

一つ目の人間中心デザインは、人々のニーズを満たし、望みのタスクを完成させ、ユーザエクスペリエ

ンス（使用経験）がポジティブで楽しいものとなるよう多くの制約やその他関心事を満たすための手順

であり、「観察、創出、プロトタイピング、テストの四つの段階を繰り返す」ものとされる（図表 2）。

二つ目は、英国デザイン協議会が 2005年に導入したダブルダイヤモンド・デザインプロセスモデル（図

表 3）である。問題の解決案を考える前に、そもそも解決しようとしている問題は本当に解決すべき「正
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しい問題」なのかを見極めることが必要であり、ときに「正しい問題」を設定することは、その問題を

解決することと同等以上に重要視される。すなわち、ダブルダイヤモンド・デザインプロセスモデルで

は、デザイン思考のプロセスに「正しい問題を見つける」フェーズと、「正しい問題に対する解決案を

見つける」という二つのフェーズがあることを顕在化し、それぞれのフェーズにおいて、まず選択肢を

広げる（発散する）ことからはじめ、その後、出された選択肢を絞り込んで（収束させて）いくという

ことを示すプロセスモデルである。同書籍の巻末に加えられた、各概念についての詳細を参照・議論す

るための参考図書と注において、ティム・ブラウン（Tim Brown）とバリー・カッツ（Barry Katz）の『デ

ザイン思考が世界を変える』が「良い入門になるだろう」と推奨され、人間中心デザインプロセスの「す

ばらしい概説」として、IDEO の本とツールキットが紹介されている 8。 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

出所：ドナルド・A・ノーマン、2015、308 頁の図 6・1 を元に著者作成 
 

図表 3 デザイン思考におけるダブルダイヤモンド・デザインプロセスモデル 

 

出所：ドナルド・A・ノーマン、2015、308 頁の図 6・2 を元に著者作成 
 

図表 2 人間中心デザインの反復サイクル 
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 ここまでに述べてきたデザイン思考に関する今日的状況を踏まえ、また、本報告が理論的探究ではな

く地域における産業創出人材育成事業の実践をあとづけることに主眼を置くことから、ここではデザイ

ン思考の学術的な理論や位置づけについてこれ以上の深掘りは行わない。本稿の対象とする「PBL（探

究・課題解決型）講座」は、スタンフォード大学と IDEO の協力関係によって考案され、CEO のティム・

ブラウンによって「専門教育を受けたプロのデザイナーの実務的能力の枠を超えるもの」として提唱さ

れた人間中心のクリエイティブな問題解決アプローチとしての「デザイン思考」を主な理論的支柱とし

てカリキュラムデザインされている。前述のノーマンも IDEO の書籍およびツールキットを人間中心デ

ザインプロセスの「すばらしい概説」として紹介していることから、以降、本考察では、IDEO の提唱・

実践する「デザイン思考」の方法論に依拠して論考を行う。 

 

3. 地域産業創出人材育成事業における実践 

 鹿児島県与論島における地域産業創出人材育成事業は、新型コロナウイルス感染症が拡大し、社会構

造や生活様式が激変する中、地域経済および産業の衰退など、より一層多様化・深刻化しつつある地域

の課題について、目まぐるしく変化する社会情勢に適切に対応し、地域課題を産業創出のチャンスと捉

え新たな価値を作り出すことができる人材を育成、確保することを目的に、令和 3年度より実施されて

いる事業である。令和 5年 2月現在、実行委員会形式で運営されており、委員会規約の「第 2条（目的）」

において、「地域の活性化及び発展に貢献する人材を育成すること」が目的として明記されている。同

講座を受講しようとする段階で「明確なビジネスモデルをもっていない」、「これまで起業など考えた

ことがなかった」という地域の人材が、「島と自分の未来を拓く」という想いを共有して集まり、共に

学び合うことで、それぞれのもつ多様な背景やフィールドにおいて、新たな機会や価値を切り拓くため

の汎用的なスキルを身につけ、同時に人的ネットワークを形成することで、地域の課題解決と発展を地

域の人々が主体となって取り組み、解決案を社会実装していくことを目指すところに事業の特徴がある。

すでにクリエイティブ・コンフィデンスをもった起業家もしくは起業家予備群から見込みのあるビジネ

スアイデアを見つけ出し、スタートアップとして短期間で事業をスケールさせることを主眼にしたもの

ではないことに留意する必要がある。 

 初年度の事業は、令和 3年 8月 8 日の公募説明会からスタートし、同年 10月 3 日から翌 4年 2月 13

日まで全 10 回に渡り開催された PBL（探究・課題解決型）講座と、同講座修了後の 2月 27 日に開催さ

れた地域課題解決型ビジネスプランコンテストで構成された。同講座は成人のみを対象としたものでは

なく、中学生から参加可能となっている。当初 12名の定員で募集されたが、応募者多数で最終的には１

４名の受講生を迎えて開催され、中学生１名、高校生２名も受講生に名を連ねた。 
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(1) 講座カリキュラム 

 初年度に行われた同講座カリキュラムの開催

日時及び講座内容は図表 4 の通りである。 

 

(2) カリキュラムの構造と特徴 

 同講座のカリキュラムは、第 1 回〜第 3 回、

第 4 回〜第 6 回、そして第 7 回の中間発表会を

挟んで、第 8 回〜第 10 回と大きく 3つのブロッ

クで構成されている。 

① 第 1 回〜第 3 回は「事業プランをデザイ

ン（構想）する」としてまとめられている。

具体的には、まず初回となる第１回で、デ

ザイン思考のプロセスを受講生同士がペ

アとなって体験し、その全体感およびスピ

ード感、そして主要なマインドセットを、

身体性をともなう形で体感できるよう構

成されている。第 2 回では、受講生自らが

解決したい（貢献したい）と考える対象ユ

ーザへの観察（共感）からインサイトを探

究していく。この探究によるアウトカム

は、対象者の抱える背景や文脈、不満やジ

レンマ、理想的な状態を内包する形で記述

されるインサイト・ステートメントとなる。そして、記述されたインサイト・ステートメントから

考えるべき問いを設定する。問いは「どうすれば〜（How Might We）」という言葉で始まる「HMW

クエスチョン」の形で統一される。このプロセスは、前節で示した「正しい問題」を設定するため

の根底となる探究活動であり、デザイン・プロジェクトが進展していく中で、フィードバックを受

けて何度も立ち戻り、見直される。この「HMWクエスチョン」は、後工程における重要な参照点と

なり、それ自体も、繰り返し再定義される対象となる。この段階で、正しいと考えられる「問い」

が設定されることは、デザイン思考の実践上、大きな意義がある。受講生それぞれが考える課題や

思いが表出化し、明確に記述された「問い」があるということは、自分以外の人の頭脳も活用でき

る準備ができていることになるからだ。同講座では設定された問いについて、参加者を４名程度

のグループに分け、ブレインストーミングによって受講生同士が各々の「考えるべき問い」を共有

し、お互いにアイデアを出す（発散的思考）で貢献する機会が設けられている。そして仲間から得

たアイデアを持ち帰り、次回までに具体的な解決案を創出してくることが課題とされた。それを

受ける形となる第 3 回、各受講生の創出してきた解決案は、IDEO で用いられる「成功するアイデ

アの 3つの重なり合う条件」、「有用性（デザイアラビリティ）」「技術的実現性（フィーザビリ

ティ）」「経済的実現性（ヴァイアビリティ）」と照らし合わせて評価される 9。3 つの条件それ

ぞれに対して、意識されているかどうかに関わらず、解決案が実現するための「前提となっている

条件」を洗い出す。この「前提となっている条件」は、図表 1 で二番目に多く引用されている書籍

『The design of business』の著者ロジャー・マーティン 10（Roger Martin）が提唱する「What 

would have to be true to make this future a reality?（この未来を実現するために、何が真

実でなければならないか）」という問いかけのテンプレートを導入したものである。思い込みや先

入観による根拠のない前提が解決案のベースとなることを防ぐことにつながり、また、その前提

自体が本当にそうであるかどうかを「問い」として顕在化することで、プロトタイピングとテスト

によって検証することが可能となる。同講座の受講生はここまでの講座で、解決すべき「正しい問

題 11（HMWクエスチョン）」、その問題に対する「解決案」、そして「解決案」が実現するための

出所：与論町 

図表 4 講座カリキュラム 
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「前提となっている条件」を検討し、目に見える形で記述したことになる。それは、次ブロック以

降の講座で、この解決案が正しいかどうかを学ぶためのプロトタイピングとテストの準備ができ

たことを意味する 12。 

 

② 第 4 回〜第 6 回は「仮説を検証する（準備と実地調査）」と題されるブロックとなる。第 1 回〜

第 3 回で設定された「HMWクエスチョン」および「解決案」を仮説とし、デザインリサーチの手法

を用いてそれらを検証することで、「HMWクエスチョン」を磨き上げていく反復プロセスを実践す

ることが目的とされる。同講座では具体的な検証方法として、「ヒアリング調査」「現地調査」「定

点観測調査」「アンケート調査」「試作調査」の 5つがプロトタイピングの選択肢として提示され

た。受講生は個別に自らの仮説を検証するための調査計画書を作成し、実現可能な調査対象と調

査方法を計画した上で実際に調査を実施する。そして、そこから得られたフィードバックをもと

に、図表 2 に示したダブルダイヤモンドのプロセスを繰り返す。解決すべき「正しい問題」とそ

の問題への「正しい解決案」が見つかるまで、ときには二つのフェーズ間も移動しながら、発散と

収束のプロセスを反復する。ブラウンは「デザイン思考家のプロセスは、発散的思考と収束的思考

をリムズミカルに行き来するようなものだ。そして、その行き来を繰り返すほど、あいまいさは低

下し、具体性が増していく。」（前掲書、p94）とその重要性を強調している。与えられた期限の

中で可能な限り繰り返しプロトタイピングとテストを実施し、「発散」と「収束」を繰り返しなが

ら、第 7 回の中間発表会に向けた事業プランの構想をまとめていく。 

 

③ 第 8 回〜第 10 回講座の内容は「事業プランを修正し仕上げる」および「プレゼンテーションの準

備と演習」である。まず第 8 回に、各受講生が構想した事業プランに対して中間発表会で得られ

たフィードバックをもとに、最終的な事業プランへの磨き上げが行われる。この頃になると受講

生ごとに事業の方向性および構想立案の進捗に大きな差が出てくるため、随時、オフィスアワー13

が設定され、講師陣は得意分野ごとに個別メンタリングを行った。その上で、同講座修了後に開催

されるビジネスプランコンテストへ向けたプレゼンテーションの準備へと進む。トム・ケリーは、

日本の経済産業省特許庁がデザイン経営を推進するためのプロジェクトの一環としてまとめた

『デザイン経営ハンドブック』において、「デザインシンキングのエッセンスを煎じ詰めると、お

そらく『共感』『実験』『ストーリーテリング』の３つの要素に集約されるのではないか」と述べ

ている（特許庁、2020）。第 1 回〜第 3 回講座でインサイトを得るための起点となる対象者への

「共感」、第 4 回〜第 6 回に実践した「正しい問題」を評価するためのプロトタイピングを通し

ての「実験」と並び、プレゼンテーションの準備は「ストーリーテリング」と呼ばれるデザイン思

考の重要な柱となる要素を含んでいる。ブラウンの著書では、「デザイン思考とは何か？」と題さ

れた「パート１」が全 6章立てで展開されているが、その終章をまるごと「メッセージを広げる—

—物語の重要性」という章題でストーリーテリングの記述に充てている。「本質的に人間中心の問

題解決アプローチである『デザイン思考』において、人間の物語の能力が重要な役割を果たすのは

まったくもって不思議ではない」（前掲書、p169）とし、進化生物学者のリチャード・ドーキンス

の「ミーム」（自己複製して行動、認識、考え方を変化させるアイデア）を引き合いに「最終製品

が物語そのものである場合もある」（前掲書、p178）とまで言及している。 
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(3)構想された事業デザイン 

 前項で概説した PBL（探究・課題解決型）講座の受講生が創出した事業プランは図表 5 の通りである。

同講座受講者から 12 の事業が発表され、うち 2 つの事業が、事業支援補助金および 1 年間の伴走支援

が受けられる賞を受賞した 14。 

 

図表 5 構想された事業タイトルおよび概要 
事業タイトル 概要 

デジタル人材育成講座 IT 産業を与論に根付かせ、それを支えるデジタル

人材を育成していく事業 

ミネラル＆エシカルから始まる、エコアイランド与論島へ！ 島民のエシカル行動を促し広げる事業 

料理作り置きサービス「マサムナ〜」 働くママを支援する家事のアウトソース事業 

LG-labo（ロジカルギフト研究所） 働き世代がビジネスや働き方の未来を考える時間

を共有するプラットフォーム作り 

ヨロンシマイル企画 与論島にいることを誇れるイベント企画サポート

事業 

DIY をしながら与論に住みたい人と空き家オーナーをつなぐ

マッチングサービス 

空き家・家不足問題を解消する事業 

高校生が作る！与論らしいお土産で広げるよろんの輪 高校生によるおみやげブランド化で、観光産業を

盛り上げる事業 

言葉は宝！〜ユンヌフトゥバのある暮らし〜 ユンヌフトゥバを後世に残すための事業 

無農薬無化学肥料のお米を給食に！ 与論島がオーガニックビレッジになるための事業 

人生を自然に最後まで生ききる 

one's natural life 

人生 100 年時代を生きるための事業 

ゆんぬ助けあい基地局 10 代の SNS・動画編集技術を活かし、現代的な PR

方法ができずに困っている事業者を助けるプロジ

ェクト 

繋がりをうむ温かなブックカフェ 障害者が安心して過ごせる場所、社会と繋がる場

所をつくる事業 

出所：与論イノベーんちゅ公式サイトより著者作成 
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(4) 受講生のクリエイティブ・コンフィデンスの変容 

 本事業の目的は「地域の活性化及び発展に貢献する人材を育成すること」であり、特定のスケールす

るスタートアップ起業家を見つけ出すことにないことは前述の通りである。重要視されるのはむしろ受

賞の有無とは関係なく、受講生全体のクリエイティブ・コンフィデンスの向上にある。同事業が実施さ

れている鹿児島県大島郡与論町が、受講生を対象に行なった同講座の受講前後のアンケート調査の結果

を図表 6 に示す。 

 

 

 

 

 

 

4. 実践の考察 

(1)講座カリキュラムについて 

 同講座の最大の特徴といえるのは、中高生から高齢者まで、年齢・性別・職業全ての面で多様性のあ

る受講生が集まって行われたことである。IDEO には、「いかなる個人よりも全員の方が賢い」という格

言があり、この考え方こそが組織の創造力を解き放つ鍵となるのだという。ただし、それは単に複数の

分野から多様な人々が集まるチームというだけでは機能せず、分野の垣根を超えて共同作業する資質と

才能を兼ね揃えた「異分野連携（インターディシプリナリー）」なチームであることが必要条件として

要求される（ブラウン、2019、pp46-47）。同講座開始当初、多様性のある受講者は共通言語ももたず、

それぞれのもつカルチャーギャップやベースとなる知識の差が歴然と存在する中、たとえ地域のコミュ

ニティで顔見知りの受講生がいたとしても、普段、議論や共同作業を行うことのない受講生同士の創造

的な対話は容易には成立しない。同講座第 1 回〜第 3 回のブロックでは、まずメンタル面での障壁を下

げるため、毎回、身体性を伴ったアイスブレークが用意され、各講座内のコミュニケーションの活性化

が促された。また第 1 回の講座では、受講生同士でペアをつくり、デザイン思考の全プロセスを約 2時

間という短時間で、一気通貫に体験するプログラムが実施された。このプログラムには、実際のインタ

ビューや相手への共感、インサイトの探究、アイデアの創出、プロトタイピング、テスト、リフレクシ

ョンなど、10種類以上に及ぶデザイン思考のメソッドが含まれており、デザイン思考を体験するという

ことに加え、暗黙知にバラつきのある受講生に、最初の共通言語と共通体験をもたすことも企図されて

いる。受講生の中からは、「スピードが早すぎてちゃんと消化できない」という声もあったが、IDEO の

デザイン思考における重要なマインドセットの１つに「Don't get ready, get started! （とりあえず、

出所：与論町 
注：0 点～10 点の 11 段階評価により、下記質問項目について調査を行い、平均値及び中央値を算出｜対象 14 名 

図表 6 人材育成講座受講者の受講前後の意識調査 
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やってみよう）」がある。受講生に限らず、私たちは長年に渡る義務教育の中で、減点主義で成果を測

られ続けたことによって「間違えてはいけない」という考え方が擦り込まれている。同講座では、それ

を知識や言葉として伝えるのではなく、準備が不十分な状態で、実際に小さなタスクを課して手を動か

し、答えのないものに対して自分の考えを口に出して伝えるという体験が意識的に組み込まれている。

講座の事後アンケートにおいて、受講生から「アウトプットの機会が多く得られた」「改めてアウトプ

ットが学びや成長になるなと感じた」「なんでも発言ができ、否定的に拒絶されることなく、全員が前

向きに向かっている仲間がいる」という回答が寄せられたことからも、カリキュラムデザインの意図が

一定の範囲で機能していたことがうかがえる。 

 

(2)創出された事業プランの傾向 

 同講座を通して、最終的に 13名の受講生から 12 の事業デザイン案が創出された。プログラムの主旨

から、そのすべてが「地域性」を備えたプランであったが、それぞれのモチーフは多様性に富んだもの

となった。持続可能な開発目標（SDGs）の観点から捉えれば、「保健」「教育」「ジェンダー」「経済

成長と雇用」「不平等」「海洋資源」などに寄与する内容の事業プランが提案された。「よりよい社会

の実現を目指す」という志向が明確であった反面、事業を継続するための実現可能な収支計画までを明

確に提示できた事業プランが少なかったことが傾向として見受けられ、ビジネスプランコンテストの審

査員からも指摘された。その一方で、受講生から「収益はないが地域のためなる事業への仕組みづくり

のアドバイスが欲しい」という要望や、「議論や事業構築にもっと時間がとれればよかった」という声

もあり、同受講生はそのためには約半年の講座期間では足りないかもしれないとの考察も寄せられた。 

本事業が主眼を人材育成においており、スケールするビジネスプランの創出を目指したものではないと

しても、社会をよりよく変化させていくための取り組みを自走可能な事業とするためのアプローチの検

討は、今後、同事業の取り組むべき課題の 1つといえよう。 

 

(3)デザイン思考による実践の教育的意義 

 図表 6「人材育成講座受講者の受講前後の意識調査」によれば、「自分が創造的だと思う」割合、また

「社会に変化を起こす自信がある」という直接的にクリエイティブ・コンフィデンスについての自己意

識を問う設問、および、具体的に与論をよりよくするアイデア・プランの有無、その実現性についての

認識などの実践面での能力に関する設問ともに、受講前よりも受講後の数値が向上している。しかし、

クリエイティブ・コンフィデンスという指標は、「創造性」や「自信」という量的に計りにくい調査対

象であり、その変容や、そこに内包される注目すべき特質は、一人ひとりの内面において絶え間なく変

化し続けるものである。それゆえ、クリエイティブ・コンフィデンスの変容を明らかにするための調査・

研究は、定型的で量的なアンケート調査ではなく、実践の現場で交わされる会話や、実践者がフィード

バックから省察的に学び、方法を改善する再帰的なアプローチをつぶさに観察する質的な調査が必要で

あろう。具体的には、研究者が対象者を観察対象とする姿勢ではなく、ともに理解し、学び合う姿勢で

長時間にわたって寄り添うアクション・リサーチが適していると考えられる。同意識調査の結果は、も

ちろんポジティブな結果として捉えられるもので、同事業および同講座の取り組みは、受講生のクリエ

イティブ・コンフィデンスの向上に寄与したと結論づけられるものであるが、今後、継続的な講座の改

善の実現に寄与していくためには、より適した調査方法での研究が求められよう。 

 また、経済産業省が 2022年 5月にとりまとめた「未来人材ビジョン 15」では、これからの時代の「学

び方」について「①『知識』の習得と、②『探求（“知恵”）力』の鍛錬という 2つの機能に分け、レ

イヤー構造として捉え直すべきではないか」という問題提起があり、②の探求力を鍛錬するレイヤーに

おいては「社会課題や生活課題の当事者として、課題の構造を見極めながら、自分に足りない知恵を集

め、異なる他者との対話を通じて、協働的な学びが行われるべきである」という具体的な提言がなされ

ている。地域の課題を地域で解決することを目的とし、デザイン思考を活用して構築される「PBL（探究・

課題解決型）講座」には、対象者への共感とインサイトの探求、問いの設定、多様な他者との協働によ

る発散的思考と収束的思考、フィードバックによる反復と省察的な学びなど、「未来ビジョン」の提言
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する「探求力の鍛錬」に資する要素が多分に含まれている。新しい時代の人材育成はもちろんのこと、

地域社会教育という視座からも、さらなる実践の広がりと探求の進展に期待したい。 

 

5. おわりに 

 本論考では、条件不利地域において実施されている産業創出人材育成事業の実践、特に事業内で展開

される「PBL（探究・課題解決型）講座」へのデザイン思考の活用とその実践をあとづけた上で、同事業

の発展的継続および他地域での実践に寄与するよう考察を行ってきた。同事業の目的達成へ向けたプロ

ジェクトの進展という視座に立てば、本稿が対象とした同講座だけではなく、講座修了後に開催される

ビジネスプランコンテストおよび受賞者への伴走支援、また、受賞の有無に関わらず、事業の本来の目

的である同講座修了生全体の人的ネットワーク形成、地域の課題解決と発展を地域の人々が主体となっ

て取り組み、実現していく過程まで全体を対象とした学術的貢献が期待される。また、条件不利地域と

いう観点から、地元公立学校におけるアントレプレナーシップ教育、創業無関心層への創業機運醸成・

啓発活動、経済的条件不利性を克服するための自治体および商工関連団体や金融機関、民間の創業支援

団体との連携など、地域全体をシームレスな一つのプラットフォームとして捉える視座も必要であろう。

その全体観の中で、地域で実践される各事業の位置付けを認識し、形骸化しないよう外部環境の変化に

適応し続ける姿勢をもった人材、すなわち、ブラウンのいう「異分野連携」を可能とする人材の創出は、

起業者という範疇にとどまらず、産官学金はじめとする既存組織のマネジメント層が自ら主体的に学び

合う姿勢をもって取り組むことなしには実現の可能性に乏しい。今後、本考察で必要性が明らかとなっ

た受講生一人ひとりの学びへのより深い質的研究という方向性に加え、地域全体でダイナミックに展開

される組織的な学びについての探求も検討していきたい。 
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地域経営人財育成プログラムに関する基本的スキームのデザイン 

 

主席研究員 吉田 賢一 
(株式会社産学共同システム研究所) 

 

1.はじめに 

2023年度で、地方創生が 10年目を迎え、その政策的効果の意義が問われるようになってきてい

る。 

地方創生に限らず、地域振興にかかわる政策群の基本には地域経済の発展がその動力源となる。

いわばマクロとミクロの経済政策の手法が適切に組成されていることが重要と なる。 

そのためには、一つの自治体内における人口増加といった対処療法的な取り組みではなく、広

域的な視野から人々が行き来する、いわば「人口移動のシェア」の発想と、幅広い地域資源の発

掘と磨き直しが必要となる。そうした地域の魅力を引き出し、地域資源の可能性を目利きし人々

を鼓舞するのは、やはり地域の「人財」である。 

また、市場原理と聞くと競争原理が貫徹する冷厳な世界を想起し、顔をしかめる人が相変わら

ず多いが、市場にはもともと、人々のニーズに合った財貨・サービスは何かを振るい分ける機能

がある。 

現状の地域振興にあたっては、例えば地域の特産品を開発するために、補助金や公的助成とい

った経済的インセンティブ手法を活用することが多い。しかしながら、それらはあくまでブース

トアップするための補完の手段にすぎず、基本的には民間の自主的な経済活動を活性化させるこ

とが重要となる。 

そのためには、意欲と行動力のある民間の「人財」が活躍しやすい環境を創出することが求め

られるのである。 

そのうえで、特に政策設計を行う行政には、エビデンス（根拠）に基づいた政策立案、すなわ

ち EBPM（Evidence Based Policy Making）のは考え方に立脚した科学的な姿勢が重要となるのであ

って、ここでも経営センスを持った「人財」が必須となっているのである。 

そこで本論では、改めて地方創生に求められる「地域経営人財」を定義し、それに必須となる

コンピテンシーを効率的に修得させるための基本スキームを明らかにすることを試みることとす

る。 

 

2.「地域経営人財」の定義 

(1) 求められる人材像の変化 

これまでは、経営資源を統合的に把握しICTを駆使した効率的なマネジメントができることで、

課題が生まれる都度、個別具体的に対応することで一定の成果を得ることができた。こうした個

別具体的で合理的な意思決定に資する政策形成能力こそが、地域の人材に求められる要件であり、

そのあり方は、とりわけ自治体の行政職員に求められてきたのである。【図表 1】 

しかしながら、高度化し複雑化している地域課題に対するには、そのあり方だけでは、決して

十分とはいえず、ややもするとあらゆる地域課題が「人口消滅」に矮小化されがちな今日的な状

況においては、問題状況における課題を正しく抽出し、客観化して把握するための「メタ認知力」

がクローズアップされてくることとなる。 

「メタ認知力」を研ぎ澄ますことで、より広い視野、俯瞰的な視点から問題状況を見つめるこ

とが可能となり、課題を適切に把握することができると考えられるのである。 
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図表 18 地域で求められる人材像の変化 

従    来 地方創生期 

個別具体的に合理的な意思決定
に資する政策形成能力 

問題状況における課題を正しく抽出し客観化して把握するための「メタ認知
力」 

• 経営資源を統合的に把握する
（統治する）ことで、課題が
生まれる都度、個別具体的に
対応する 

• ICT を駆使した効率的なマネ
ジメントができる 

• 自身もアクターの一部であると位置づけ、課題を解決するためのネットワ
ークを、争点ごとに形成して、自律・分散・協調のスキルを活用し、その
ために必要となる地域のアクターと地域の経営資源とを適切にマネジメン
トすることができる 

• 課題を全体的な視点で俯瞰することができる「目利き力」を持ち、膨大な
ビッグデータをはじめとした情報を資産としてとらえ、それらを適切に運
用し、リターン（知的財産収入など）を得ることができる 

 

(2) 地域経営野人財の定義 

そこで、これまでの知見を踏まえ、「地域経営人財」を、次のとおり定義することとする。 

「「地域」の様々な課題について、キャリア形成上、専門的な知識と技術、分野を問わず豊かな

経験に裏付けられた知見と、地域における人的なつながり（ネットワーク力）を活用して、一定

の組織的ネットワークを形成しその仕組みを動かしながら（マネジメント力）、関係者を動員し

（エンパワーメント力）、課題を正確に把握できる目利き力と情報資産を活用できる技能を駆使し

て、社会システムに載せて解決に導くことのできる人材」が本論でいう「地域経営人財」とする。 

地方分権化の進展に伴い、地域の課題解決は「統治」によるのではなく、行政、民間そして市

民が「協働」して解決をする「ネットワークガバナンス」の時代を迎えており、DMO（Destination 

Management Organization） はその恰好の「舞台」となることが期待できる。 

関係アクターを連携させ課題ごとに解決に当たるためには、その中心的機能を果たす組織ない

しは「人財」が必要となる。 

例えば観光振興は、地域におけるサービスの経済化を進展させ、新たな地域経済の可能性を拓

く、まさに地域づくり、まちづくりの取り組みそのものとなる。 

従って、DMOの本質は地域の経営体であり、その意味でも急ぎ DMOを担う「地域経営人財」のプ

ログラムを設計する必要がある。 

 

(3)「よそ者」・「馬鹿者」・「若者」の３定理 

ところで、よく地域活性化の人材の例えとして、「よそ者」、「馬鹿者」、「若者」が取り上げられ

ており、地方創生においても、そうした観点からの成功事例の紹介が多数なされている。【図表 2】 

しかしながら、活動を事業（ビジネス）にまで掘り下げていくにはどうあるべきか、「よそ者」、

「馬鹿者」、「若者」ばかりではなく、「リーダー」や「マネージャー」をいかに地域の中で見つけ

て、育成し、そしていかにその人財に相応しい場所で活躍してもらうかが肝要となる。まちづく

りは、まずやってみて成功したケースを横展開していくという、いわばゲリラ的な戦術から、全

員で取り組む組織的な戦略的思考に発展させなくては地域全体の成長にはつながらないといえる。 

したがって、「よそ者」、「馬鹿者」、「若者」はきっかけを体現する要素であって、地域経営人財

の役割別のグレードとは区別して捉えておく必要がある。 
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図表 19 「よそ者」・「馬鹿者」・「若者」の３定理 

 

 

(4)「地域経営人財」の構造 

さらに人材像を検討するにあたっては、「縦」と「横」の視点からその構造を把握することが必

要となる。 

すなわち「縦」とは、どのような組織体であれ同輩者集団では意思決定を効率的に行うことが

できない。そこで一定の能力や経験に応じたグレードによる権限の割り付けが必要となる。「地域

経営人財」は、その具体的な現場での役割に応じて、CEOレベル（組織を運営し、経営責任を負う

「トップ人材」）、経営支援レベル（経営戦略を立て、効果的に事業を執行する「専門人材」）、そ

して実践レベル（ICT スキルを持ち、個々の事業を着実に実施する「スタッフ人材」）の 3 つが基

本になると考えられる。【図表 3】 

次に「横」であるが、これは当該人材が果たす役割を表す。これは先のグレードとも相関する

こととなり、グレードが上がるにつれて増える役割もあれば、また、少なくなる役割もあると考

えられる。具体的には、「地域経営人財」は、大きく分けて 5つの役割があるといえる。 

第一に「リーダー」であり、あらゆる地域の産業・社会分野で地域の潜在力を引き出せるオピ

ニオンリーダー的存在となる。 

第二に、「カタライザー」であり、異なる分野や領域をつなぎ新しい可能性を創出するきっかけ

を創る触媒的存在で地域経営人財の育成や誘致を行う。 

第三に、「コーディネイター」であり、あらゆる潜在的資源を有する主体を引き合わせ新たな知

を生み出す調整者で、例えば、DMOの立ち上げなどを担う。 

第四に、「マーケッター」であり、地域における新たな市場の創出や販路の開拓を見極める実践

者となる。 

第五に、「アントレプレナー」で、新たな事業モデルの構築を行う、まさに起業家である。 

こうした役割を果たしていくためには、いくつかの要件を満たす必要があり、いかなるセクタ

ーで活動するにしても、民間セクターでの実務経験を有していることが重要となる。 

従って、経営環境の変動に対する柔軟性や、組織行動の効率性などの価値を体得していくこと

が望ましいといえるのである。同時に、納期を重んじて、例えば 2 期 4 年程度の短期的スパンで

実績を出せるバイタリティが求められる。また、企業や組織団体等の立ち上げ経験を有している

ことなど民間ならではのセンスも必須となる。 

さらに、地域内外での豊富な人脈を有していること、民間資金の引き込みなどプロジェクトフ

ァイナンスのセンスを有していることなど、経営をより効果的に実践できる能力が重要になると

いえる。【図表 4】 

  

よそ者

馬鹿者

若者

➢ 外部からの客観的なものの見方ができるヒト

➢ 民間セクターでの実務経験、組織団体等の立ち上げ経験、地域内外での豊富な人脈、
多様な分野の知見、外部資金の引き込みなどファイナンスのセンス

➢ 信念と情熱を持ち、直向に活動に打ち込めるヒト

➢ 状況把握力、事業構想力、行動力、信頼・現場力、ネットワーク力、情熱、地域愛

➢ リーダーシップ力

➢ 地勢、社会、経済、文化等地域の基礎知識

➢ フットワークよく、しがらみなくチャレンジできるヒト

➢ 肉体的、精神的に若い人材

➢ コミュニケーション力などの高いジェネリックスキル
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図表 20 地域経営人財の縦と横 

 
 

 

 

 

 

リーダー：あらゆる地域の産業・社会分野で地域の潜在力を引き出せるオピニオンリーダー的存在

カタライザー：異なる分野や領域をつなぎ新しい可能性を創出するきっかけを創る触媒的存在～地域
経営人材の育成や誘致

コーディネイター：あらゆる潜在的資源を有する主体を引き合わせ新たな知を生み出す調整者～地域
経営法人（DMO）の立ち上げ

マーケッター：新たな販路の開拓、市場の創出を見極める実践者

アントレプレナー：新たな事業モデルの構築を行う起業家

ＣＥＯレベル：組織を運営し、経営責任を負う「トップ人材」

経営支援レベル：経営戦略を立て、効果的に事業を執行する「専門人材」

実践レベル：ＩＣＴスキルを持ち、個々の事業を着実に実施する「スタッフ人材」

横の役割

縦
の
権
限
割
付
け

【基本的要件】 

①民間セクターでの実務経験を有していること 

②短期的なスパンで実績を出せること（2期4年程度） 

③企業や組織団体等の立ち上げ経験を有していること 

④地域内外での豊富な人脈を有していること 

⑤観光分野以外の知見や実務経験を有していること 

⑥外部資金の引き込みなどプロジェクトファイナンスのセンスを有していること 

【備えるべきスキル等】 

◆ 状況把握力、事業構想力、行動力、信頼・現場力、ネットワーク力、情熱、地域愛体得する能力 

◆ コミュニケーション力などジェネリックスキル 

◆ 事業創出、企業経営にかかる専門的知識、技能 

◆ 地域の地勢、社会、経済、文化等地域学的基礎知識 

【必要条件】   縦の権限割付けと横の役割 
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図表 21 DMOにおける地域経営人財の役割 

 
 

出典 | Arabska,E. and Venelin Terziev（2015）, p.57 Fig. 3, p.52 Table 2.を基に筆者作成. 

 

 

 

 

図表 22 地方創生の成功条件と地域経営人財 

地方創生の成功条件 キーワード 地域経営人財 

知識融合の場の創出 リサーチパーク 行政や地域、大学等に位置する「カタライザー」あるい
は「コーディネイター」 

6次産業化、知財ビジネス 地理的保護表示制
度 

行政や商工団体に位置する「マーケッター」あるいは農
業従事者等に位置する「アントレプレナー」 

規制緩和 民泊、シェアリン
グエコノミー、
BID 

地域の「リーダー」あるいは行政や民間企業・金融機関
等に位置する「カタライザー」 

地域資源の選択と集中 大学機能 大学や地域に位置する「カタライザー」あるいは「コー
ディネイター」 

 

(5)人材育成の手法 

そもそも、人材育成の手法には一般的に次の３つがある。 

これらを踏まえた効果的なプログラム構造をデザインすることが基本となるのである。 

【図表5】【図表6】 

 

①座学 

講師による講義と、受講者によるグループ討議を組み合わせる。グループでの議論を行うことで、

講義内容に関する知識が定着する。 

②ワークショップ、演習 

特定の課題（事業計画の策定など）を、受講者グループ別に課す。実際の業務に近い状況を受講

者に体験させることで、複数の能力分野の育成を同時に図る。 

 

＜ネットワーキング力＞

プロジェクトマネージャー
プロジェクトデベロッパー
地域ブランドビルダー

DMO

アドボケーター チームビルダー

情報提供者

カタライザー ファシリテーター

「観光マーケティグ」
• マーケティングを通じたコミュニ
ケーション

• 観光の地域ブランディング
• 観光資産、魅力の維持管理
• サービスの品質、旅行体験・顧
客とのリレーションシップマネジ
メント

「観光地経営」
• 人的資源管理
• ファイナンス・予算管理
• 安全・安心・危機管理
• 政治的関係（政府機関、NGO、地
域団体、産業界）、」政策立案、観
光地戦略

• サービスの品質、標準、観光地の
パフォーマンスマネジメントの管理

コーディネーター
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③OJT 

育成対象者が携わる実際の業務について、講師が指導役＝メンターとなり実際の仕事を通じて指

導し、知識、技術などを身に付けさせる教育方法である。 

 
図表6 国が策定している「地域経営人財」に類する人材育成スキーム 

 

 

出典 | 「コト消費空間づくり研究会（第６回）事務局提出資料」を再掲. 

 

 

制度名称 担当省庁 派遣目的 人件費 派遣形態 対象分野・人数

1 地方創生人材

支援制度

内閣府地方

創生推進室

• 地方創生に積極的に取り組

む市町村に対し、意欲と能力

のある国家公務員や大学研

究者、民間人材を、市町村長

の補佐役として派遣する

• 各派遣先の自治体の

人件費規定に基づく

（例：副市長

• 900万～1,400万等）

• ・常勤職員は原則２年間派遣、

非常勤職員は原則１～２年

• ・派遣中のポスト：副市町村長、

幹部職員、非常勤職員（顧問、

参与等）

• 派遣者：国家公務員42名、

大学15名、民間12名

• ・派遣先：69市町村（31市、

32町、6村）

2 地域おこし協力隊 総務省 • 都市地域から過疎地域等に

住民票を移動し、一定期間、

地域に居住して、地域おこし

の支援を行う制度

• 1人あたり上限400万

円 / 年（報償費等200

万円、活動経費200万

円）

• 長期派遣、概ね1年以上、3年以

下（地方公共団体の募集内容に

より派遣期間が異なる）

• 地方公共団体が実施主体となり、

公募をかけ、人材を確保する。

• 派遣実績： 1,511 名、

444団体（平成26年）

3 新・地域再生マネー

ジャー

（一財） 地域総合

整備財団（ふるさ

と財団）

• 市区町村が地域再生に取り

組もうとする際の課題への対

応について、その課題解決に

必要な知識、ノウハウ等を有

する地域再生マネージャー

等の外部の専門的人材を活

用できるよう必要な経費の一

部を支援する制度

• 人件費単価は、申請

団体（自治体等）の規

定に基づく外部人材活

用：・助成対象：市町

村・助成額：2/3以内

（上限700万円）

• 外部人材派遣：・謝金ベース・外

部人材活用助成：短期派遣が基

本であるが、年間80～100日程

度の派遣の場合もある

• ・外部人材派遣：短期派遣、1回

につき最大２日、合計６回（12

日）の派遣

• 新 ・ 地 域 再 生 マ ネ ー

ジャーの登録者数47名

（平成27年３月時点）

4 地域人材ネット（地域

力創造アドバイザー事

業）

4 総務省 • 地域独自の魅力や価値の向

上、地域力を高めようとする

市町村に対し、外部専門家を

招聘し、情報提供を行うため

の派遣制度

助成上限（事業等の諸経

費含む）

・民間専門家：560万円/年

・自治体職員：240万円/年

• ・短期派遣、ワークショップ等

の諸経費を含めることができる

• 市町村が、外部専門家を年度

内に延べ10日以上または5回

以上招聘する場合は、所要経

費に対し特別交付税措置

分野：地域経営改革、地場産

業発掘・ブランド化、少子化

対策、企業立地促進、定住

促進、観光振興・交流、まち

なか再生、若者自立支援、

安心・安全なまちづく

り、環境保全等

・民間専門家302名、市町村

職員18名、組織12組が登録

（平成27年5月1日時点）

制度名称 担当省庁 派遣目的 人件費 派遣形態 対象分野・人数

５ 中心市街地商業活性
化アドバイザー派遣事
業

独立行政法人中
小企業基盤整備
機構

• 中心市街地の活性化に悩み抱え
る団体等に、専門知識、ノウハウ
をもつアドバイザーを派遣する事
業

• 対象は、中心市街地活性化協議
会、中心市街地活性化法第15条
に基づき中心市街地活性化協議
会を立ち上げようとする組織、認
定民間中心市街地活性化事業者
である中小企業者

• 50,000円/日

• 派遣累計日数が３
人・日（基本計画認
定地域では５人・
日）を超えた場合は、
受益者の費用負担
（17,200円/日）が生
じる

• 短期派遣（相談、助言、アドバイ
ス等）

• 派遣日数：60人・日が上限、無

料期間３人・日（基本計画認定
地域では５人・日）

• 分野：商店街、商店経営
指導、まちづくり、都市・建
築計画、財務会計、人事
管理、まちなか居住、再
開発、マーケティング等

• 135名のアドバイザーが
登録（平成27年度）

６ 商店街よろず相談ア
ドバイザー派遣事業

株式会社全国商
店街支援センター

• 商店街の課題解決やイベント事
業などについて、専門人材を派
遣し、商店街の活性化を図るた
めの相談やアドバイス支援を行う
もの

• 対象者：①商店街振興組合、②
商店街の事業協力組合、③法人
格を持たない商店街組織、④複
数の商店街を取りまとめている連
合体組織

• 38,000円/ 日（半日
19,000円）

• 短期派遣（相談、助言、アドバイ
ス等）

• 派遣上限は、①１商店街につき
年間３日まで（中活認定エリア
外）、②年間5日まで（中活認定
エリア内）

• 分野：活性化コンセプト、
テーマづくり、イメージづく
り、景観形勢、空き店舗
対策、テナントミックス、
各種イベント、広告・宣伝、
ポイントカード、スタンプ
事業等にかかるアドバイ
ス

７ ミラサポ専門家派遣 中小企業庁 • 新規事業を始めたい、資金調達
の方法を知りたい、販路拡大を図
りたい、などの中小企業・小規模
事業者に対し、専門人材の派遣
を行い、課題解決に協力するも
の

・5,150円/時間、
30,900円/日（ 上限）

・短期派遣（相談、助言、アドバイス
等）
・派遣回数：年間3回まで

・税理士、公認会計士、弁護
士、中小企業診断士その他
公的資格を有する者、豊富
な経営支援の実績がある者

８ 地域活性化伝道師 内閣府地方創生
推進室

• 地域活性化に向けて意欲的な取
組を行おうとする地域に対して、
地域興しのスペシャリスト（地域
活性化伝道）を紹介し、指導・助
言を行うもの

• 6,200円/時間
• 1日あたり２時間
• 上限（現地調査を含
む場合は３時間）

• 旅費、日当、宿泊費は別途支
給・短期派遣（相談、助言、アド
バイス等）

• 分野：観光交流、地域産
業・イノベーション・農商工
連携、まちづくり、地域コ
ミュニティ・集落再生、地
域交通・情報通信、地域
医療、福祉・介護、教育、
環境、農・林・水産

• 民間人材等323名登録
（平成26年５月時点）

９ 農山漁村活性化支援
人材バンク

農林水産省（農山
漁村人材バンク
事務局）

• 短期派遣農山漁村の活性化に取
り組む地域への専門的な知見を
有する専門家を紹介する制度

・人件費単価は申請団
体（自治体等）の規定
に基づく

（講演、商品開発デザ
イン、計画づくり、助言、
アドバイス、実技指導、
法律・行政相談等）

• 短期派遣（講演、商品開発デザ
イン、計画づくり、助言、アドバイ
ス、実技指導、法律・行政相談
等）

分野：特産品開発、地域ブラ
ンド創出、交流型観光、環境、
景観、地域福祉、防災、ICT、

集落運営、栽培支援等・登録
者数は404名（平成27年２月
時点）
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3.「地域経営人財」育成プログラムの必要条件 

(1) コンピテンシーマネジメントの要諦 

そこで、「地域経営人財」の育成にあたっては、求められる能力を精査・分解し、それらを適切

に涵養するためのカリキュラム整備を行うことが、より効率的な人材育成に資するものといえる。 

具体的には Competency management（コンピテンシーマネジメント）による地域経営人財の育成

プログラムの整備を展望することとし、そのコンピテンシーについて、考察を行っておくことと

する。 

ライル Mスペンサー（Lyle M.Spencer）とサイン M.スペンサー（Signe M.Spencer）によれば、

「コンピテンシーとは、ある職務または状況に対し、基準に照らして効果的、あるいは卓越した

業績を生む原因として関わっている個人の根源的特性」と定義される。 

すなわち、「根源的特性」とは、「コンピテンシーは個人の性格のかなり深い、永続的な部分を

占め、さらにかなり広い範囲の状況や職務タスクにおける行動を予見できる」ことを示唆してい

る。また、「原因として関わる」ということは、「コンピテンシーはある種の行動や成果の原因と

なり、予見し得ること」と同義である。さらに「基準に照らして」ということは、「ある特定の尺

度や基準にもとづいて測定する場合に、コンピテンシーは実際に、だれがすぐれた成果を生み、

だれがおそまつな成果に終わるかを予見し得るということ」となる。 

コンピテンシーとは、「ハイパフォーマー（高業績者）が高い成果を生み出すための特徴的な行

動特性」のことである。ハイパフォーマーの特性をベンチマーク（調査比較）し、採用や昇格、

人材起用などの場面で活用していくというのが基本的考え方である。コンピテンシーが優秀かど

うかではなく、その能力が成果につながるようにコード化されているかどうかがポイントとなる。

【図表7】 

平尾ら（2004）によれば、その淵源は「1970年代にハーバード大学の心理学者ジェームス L.マ

クレランド（James L.Mclelland）が行った、米国国務省の外務情報職員の選考に際して行った研

究が始まりとされている。当時国務省で行われていた「一般教養や文化についての知識、語学力

や経済学や行政学についての専門知識を問う従来型の選抜方法の得点と業務の成功の間に相関が

ほとんど見られず、従来の試験方式が機能していないことが判明した。」「そこで単なる聞き取り

調査だけではなく、各人が経験した成功談と失敗談を語らせた上で質問する「行動結果面接（BEI、

Behavioral Event Interview）」を行い、ハイパフォーマンス職員と平均的職員の差を分析したとこ

ろ、ハイパフォーマーに特徴的な行動特性、コンピテンシーが見出された」という。彼は 21項目

のコンピテンシーを提示している9。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 ここでの記述は、Lyle M. Spencer and Signe M. Spencer（1993）邦訳, 11-19頁、平尾ら（2004）、株式会社日本総合研究所（2006）
を参照している。  
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図表7  スペンサーらによるコンピテンシーリスト 

達成とアクション 

・ACH（卓越した業務に望む姿勢） 

・CO（秩序の維持） 

・INT（行動への強い関心） 

・INFO（好奇心、情報探究） 

支援と人的サービス 
・IU（他の人を理解したいという願望） 

・CSO（他の人のニーズに応え、支援したいという願望） 

インパクトと影響力 

・IMP（他の人たちを説得し、信服させ、影響を与えたいという願望） 

・OA（自分自身の組織、力関係を理解する能力） 

・RB（目標達成に貢献してくれる人達とネットワークを築く能力） 

マネジメント・コンピテンシ

ー 

・DEV（他の人たちを教育し成長を促す意欲及び能力） 

・DIR（指揮命令志向） 

・TW（チームワークと強調） 

・TL（リーダー・シップ） 

認知コンピテンシー 

・AT（卓越した業務に望む姿勢） 

・CT（分析的思考） 

・CT（全体の絵を理解し描き出す能力） 

・EXP（専門能力） 

個人の効果性 

・SCT（自己コントロール） 

・SCF（自己の能力への確信） 

・FLX（柔軟性、変化への対応能力） 

・OC（組織の目標への関心） 

職種ごとに違うコンピテンシ

ーの上位項目（営業／商品販

売など）セールス職の場合 

IMP（影響力） 

EXP（専門知識） 

ACH（達成重視） 

INT（行動力） 

IU（対人理解力） 

CSO（サービス重視） 

SCF（自己確信） 

RB（関係の構築） 

AT（分析的思考） 

CT（概念化思考） 

INFO（情報の探求） 

OC（組織目標認知） 

教師／医師／コンサルタント

など人的サービス従事者の場

合 

IMP（影響力） 

DEV（人の育成） 

IU（対人理解力） 

EXP（専門能力） 

SCF（自己確信） 

SCT（自己コントロール） 

ACH（達成重視 

CSO（顧客ｻー ﾋ゙ ｽ重視） 

TW（チームワーク） 

AT（分析的思考） 

CT（概念化思考） 

FLX（柔軟性） 

出典 | Lyle M. Spencer and Signe M. Spencer（1993）をもとに筆者作成. 
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コンピテンシーの分析は、１人の具体的な行動に着目することで、仕事をする上で何を考え、
どこにポイントをおいて行動することが、高い成果を上げるために必要かが見えてくることとな
る。このような行動特性を分析し体系化したものを「コンピテンシー・ディクショナリー」とい
う。こうしてコンピテンシーは、採用・配属、能力開発、後継者育成、給与・報酬制度などに応
用される。 
ここで、コンピテンシーの特性としては、次の 5つのタイプに整理できる。 
第一が動因である。「ある個人が行動を起こす際に常に考慮し、願望する、さまざまな要因。こ

の動因は、ある種のアクションやゴールに対してその個人の行動を「駆りたて、導き、選択する」
か、逆にその他の行動やゴールを「回避する」ように導く」こととなる。 
第二が特性であり、これは「身体的特徴、あるいはさまざまな状況や情報に対する一貫した反

応」を指す。 
第三に自己イメージであり、これは「個人の態度、価値観、自我像」を指す。 
第四に「特定の内容領域で個人が保持する情報」としての知識である。 
第五に文字どおり「身体的、心理的タスクを遂行する能力」としてのスキルである。 

 

図表8  コンピテンシーの概念図 

 

 

図表9  コンピテンシーの動態 

 
出典 | Lyle M. Spencer and Signe M.Spencer（1993）, P.14 図2-1をもとに作成. 

隠された、見えない部分

自己イメージ･概念
特性・感じる力（感性）

動因（興味・関心・好奇心・欲求）

スキル
知識
技能
態度

目に見える部分

氷山モデル

成 果

行 動

特性

動因

自己イメージ

スキル

態度、価値観

知識

表層的
（開発が容易）

中核的人格
（開発が困難）
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こうした「心理的、あるいは認知スキルに関連するコンピテンシーには、分析的思考（情報や

データを処理する、原因と結果を明らかにする、データやプランを組織化する）と、概念化思考

（複雑なデータのなかにパターンを認知する）が含まれる」とされている。 

「コンピテンシーのタイプとレベルは、人材マネジメントのプランニングに実践的な」意義を

与えるものとなっている。「知識とスキルのコンピテンシーは目に見えやすく、比較的表層に位置

する人間の特性」であり、「自己イメージ、特性、動因に関わるコンピテンシーは、目に見えず、

より深いところに位置し、人格の中核に位置」することとなる。 

ここで｢氷山モデル｣によれば、｢人格という氷山の底に位置する、中核的な動因と特性に関わる

コンピテンシーは、評価することも、開発することも難しい｣ため、「これらの特性を備えた人材

を選ぶことが」「コスト効果性の高い方法」といえるのである。 

「複雑な職務において卓越した業績を予見する場合には、コンピテンシーのほうが、タスクに

関連するスキル、知能、資格よりも効果性が高い」こととなり、それは「ここでは「すでに限定

された範囲の作用」が働くからである。」「これらの職位で卓越したパフォーマーを生む要因は、

モティベーション、対人関係スキル、政治的スキルということになるが、これらのすべてがコン

ピテンシーなの」であり、「従ってこれらの職位に人材を配置するには、コンピテンシーにもとづ

く方法がもっともコスト効果性が高い方法となる。」 

また、「動因、特性、自己イメージに関わるコンピテンシーがスキルにもとづく行動アクション

の引き金となり、さらに職務パフォーマーの成果に影響を及ぼす」こととなる。｢動因/特性→行

動→成果という原因・結果フローのモデルが生まれる。｣「コンピテンシーには必ず「意図」が含

まれ」ており。「動因と特性が、成果に結びつく行動を引き起こす」こととなる。さらに、「原因

－結果フローのモデルは「リスク評価」の分析にも活用可能」であり、「卓越した業績」と「許容

できる最低レベル」である「効果的な業績」に区分し、コンピテンシーを「それが予測する職務

上の業績に応じて、「必要最低のレベル」と「卓越峻別レベル」の 2つのレベルに分類される」こ

ととなる。【図表8】【図表9】 

すなわち、「必要最低レベル（Thresho1d）のコンピテンシー」とは、「人材のだれもがその職務

で必要とされる最低のレベルで効果を上げ得る不可欠の特性（通常では、読む能力といった知識

や基本的なスキル）を指」し、「卓越を峻別するコンピテンシー」とは、「平均的人材から卓越し

た人材を峻別する」こととなる。（Lyle M. Spencer & Signe M. Spencer, 2001, pp.26-28） 

 

(2) コンピテンシーの確定 

①経営マネジメント能力 

さらに、より実践的なプログラム内容を検討するため、具体的には、経営マネジメント能力と

社会人基礎能力のそれぞれについて、ポイントとなる重要な要素等を抽出し、民間企業等におい

て、それらをいかに組成しプログラム化を図っていくかが重要となる。 

マネジメント能力練成プログラムの分析において、Planning については調査分析を行う能力と、

その基盤の上に立って政策案を構築する力が主な要素となっている。これらは特に、地方自治体

の組織としての政策形成能力向上のための方策などについて論じられるケースに多く用いられて

いる。 

Risk managementについては、「リスクを受け入れ管理する能力」であり、次の６つの要素から構

成されることが多い。ビジネス・戦略と方針、ビジネスプロセス・リスクマネジメントプロセス、

人・組織、システムとデータ、方法論、マネジメントレポートがそれであり、リスクマネジメン

ト能力を高めるには、その重要な構成要素が効果的に連携することが不可欠となる。 

そして Consultation については、将来へ向けて、クライアントの問題解決や夢実現を助ける能

力のことを指し、コンサルティングのプロセスである問題発見、解決策立案、プレゼンテーショ

ン、変革推進と、それに付随するコミュニケーション、自己価値創造などの能力に分解して説明

されることが一般的である。 
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②社会人基礎能力 

一方で社会人基礎能力練成プログラムの分析においては、当該能力について昨今では若手職業

人におけるニート化やフリーター問題等の観点から、経済産業省や文部科学省等において様々な

取り組みが始められている。こうした動向をサーベイしつつ、「地域経営人財」に必要な能力要素

を把握していくことが重要となる。社会人基礎能力につき、例えば、ここでは大きく５つのカテ

ゴリーに分類を行うことができる。 

まず、第一に一般常識である。これは、いわゆるマナーのレベルであり、社会人として行動す

る上で、必要最低限の常識に関する要素が属する。 

第二に、基礎能力である。これは、社会人としての基礎的知識とそれを生かすための責任能力

のカテゴリーであり、最も個々の人間のレベルで、基礎的潜在能力を引き出す要素が属する。 

第三に、一般教養である。これは、理系、文系のあらゆる学科に属する一般的理論、知識に対

する理解を表すカテゴリーであり、それらを活用する応用力も含めた要素が属する。 

第四に、マインド・心構えである。これは、実際に仕事を進めていく上での職業人としての態

度を意味するカテゴリーであり、もっとも私人との差異が顕在化するところでも ある。 

そして、第五に、専門知識･能力である。これは、必ずしも必要条件ではないが、十分条件とし

て個々人の能力を引き立たせるための様々な専門性を意味するカテゴリーである。資格などの形

で示される、極めて客観性・公平性が問われる要素が属する。仮説的には、社会人の基礎能力を

【図表10】のように分類し定義することができる。 

 

 

 

図表10 社会人基礎能力の分類案 

分類 能力・スキルの内容 

一般常識 社会人としてのマナー 

  ビジネスマナー 挨拶の仕方、文書の書き方など 

言葉遣い 敬語の使い方など 

社会用語 マスコミ等で使われる用語の理解度 

数的処理・判断推理 算術、図形等に対する理解度 

基礎能力 社会人としての基礎知識・責任能力 

  コミュニケーション力 話しことばによるコミュニケーション能力、書きことばによるコミュ
ニケーション能力 

指導力 チームの中で仕事を遂行する能力 

包容力 自分とは異なる考えを理解し、受容する力量 

集中力 ものごとに注入できる能力・資質 

学習能力 融通性・順応性 

適応能力 仕事への対応力 

自発的・自主性 仕事への意欲的な取組 

意見表明力 自分の意見をはっきりと主張すること 

分析能力 物事の論理的理解 

問題解決の能力 解決に導く論理的思考 

注意力 綿密性・細部に目配りする能力 

創造性 独力で仕事ができる能力 

責任感 自分の責任で決定を下す力量 

客観性 ものごとを批判的に吟味・検討する能力 

総合力・バランス 複雑な社会・組織・技術の体系を理解する能力 

プランニング 計画立案・調整・組織化の能力 
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分類 能力・スキルの内容 

一般教養 社会一般に関する理論的知識・能力 

  知識力 社会一般に関する知識 

技巧 身体や手先を使ったものづくり 

方法論 方法論や解決手法についての理解度 

応用力 学際的な知識や考え方 

マインド、心構え 仕事をしていく上での態度  
交渉力 交渉能力・折衝能力 

コスト感覚 ものごとを経済的観点から理解する考え方 

誠実さ 他人への思いやり・心遣い 

観察力 冷静な事態の把握 

自己管理 時間を管理できる力量 

精神力 プレッシャーの下でも仕事ができる精神力 

情報力 情報やアイディアを収集し整理する能力 

柔軟性 規則を現実の場面で柔軟に運用する能力 

専門知識・能力 特定分野に関する知識及び活用能力 

  ＩＴ コンピュータを使いこなす技能 

語学力 外国語の能力 

専門性 特定分野に関する総合的な理論・知識 

特殊性 専門技能に関するライセンスを保有するなど一定の公証力の明示 

 

(3)経営マネジメント能力及び社会人基礎能力に向けた開発プログラム 

①経営マネジメント能力と開発手法 

ここでは経営マネジメント能力を構成する３つの能力のうち、もっとも基本となる政策立案能

力の開発に向けた研修のプロトタイプを検討することとする。 

政策立案能力はテキストを読むだけでは明らかに身につけることのできない、極めて実践的な

能力である。したがって開発にあたっては、具体的な解決すべき課題を設定し（場合によっては

課題設定そのものからスタートすることが有効となる）、グループワークやフィールドワークなど

を組み合わせたプログラムの整備がポイントとなる。（平尾ら、2005、 8頁） 

 

②社会人基礎能力と開発手法 

社会人基礎能力については、昨今、産業界の意向を受け、国レベルでも多様な取組みが始めら

れている。 

経済産業省「社会人基礎力研究会」の定義では、「社会人基礎力」とは「職場や地域社会の中で

多様な人々とともに仕事を行っていく上で必要な基礎的な能力」のことであり、以下の３つの能

力から構成されている。 

経済産業省では、企業が職場で求める能力（社会人基礎力）の明確化を図るとともに、企業の

人材ニーズを把握するため、2006年 2月に、約 2,700 社を対象としたアンケート調査を実施し、

企業が採用や人材育成において重視する能力について調査分析を行っている。その調査結果によ

ると、9割以上の企業が採用・人材育成のプロセスにおいて「社会人基礎力」を重視しており、特

に、「主体性」や「実行力」を求めている企業が多い（約 8割）。他方、「主体性」や「課題発見力」

に関しては、自社の若手社員の能力不足を感じている企業が多く、企業側のニーズと現実のギャ

ップがあることが明らかになっている。また、業種別の分析では、「前に踏み出す力」が求められ

るサービス業、「考え抜く力」が求められる製造業、「チームで働く力」が求められる建設業など、

業種別に求める能力要素の傾向が明らかになっている。【図表 11】 

こうした現状を踏まえ。2006 年度以降、経済産業省や文部科学省等でも、社会人の学び直しな

どを踏まえた社会人基礎力の練成プログラムについて、大学等へ委託する形で整備を進めている。 

ここでは、社会人基礎能力としている Communication（コミュニケーション能力）、Presentation

（プレゼンテーション能力）、Coordination（会議運営ノウハウ）及び Consultation（ソリューシ

ョン提示）について、いわゆる組織内での対人関係を基本とした総合的な課題解決能力と位置づ
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け、問題解決力（plan、Do、See）と指導能力（OJT、コーチング、メンタリング等）の体得を目指

したプログラムの提示を試みることとする。 

教育・研修としては、一般的には自己啓発も含め組織内外講師による教育、ビデオ、eラーニン

グ等が考えられる。企業等の場合であれば、全社運動であるTQCやISO実施時に教育を行うことも

可能となる。 

 

図表 11 社会人基礎力の構造 

 

出典 | 経済産業省「人生100年時代の社会人基礎力」説明資料

（https://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/kisoryoku_PR.pptx 2023.01.11アクセス）より再掲. 

 

(4)「地域経営人財」の能力構成 

「政策形成能力」の構成要素を、広く政策ネットワークを機能させるためのネットワーキング

（networking）力：「ネットワークを戦略的思考で概念化、設計できる能力」、マネジメント

（management）力：「安定的に統合、調整しネットワークを統合管理する能力」、そしてエンパワーメ

ント（empowerment）力：「ネットワークの中でエンパワーメントを図り効果的な知識共有の慣行を作

り上げる能力」であるとするならば、従来の行政があらゆる経営資源を統合的に把握（統治）し、課題

が生まれる都度、政策的対応策を展開してきたことに対し、「ネットワークガバナンス」は、自身もア

クターの一部であると位置づけ、政策を解決するためのネットワークを争点ごとに形成して、自律・分

散・協調のスキルを活用し、そのために必要となる地域のアクターと地域の経営資源とを適切にマネジ

メントすることがポイントとなる。  

そしてこれらの能力は行政に限定するものではなく、広く地域全体にかかる分野の人材、「地域経営

人財」に求められる共通の要素ともいえるのである。  

すなわち、官民ではいずれも「政策形成能力」が求められるが、「官」では公共的課題、「民」では

収益追求といった対象となる課題の背景が異なるといった相違点があるのみである。 

そこで、これらの能力を生かしていくためには、様々な課題解決に向けて総合的な視点で問題状況

を俯瞰することのできる「目利き能力」が必要となる。合せて、そのためには多様なデータを分析、活

用することのできる、情報資産の運用能力を備えておことも必要となる。それらの知力を養うことで、

先述の「メタ認知能力」が体得できるものと考えられるのである。【図表12】 
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(5)「地域経営人財」に必要となるコンピテンシー 

地方分権化の進展に伴い、関係アクターを連携させ課題ごとに解決に当たるためには、その中心的

機能を果たす組織ないしは「人財」が必要となる。 

観光振興は、地域におけるサービスの経済化を進展させ、新たな地域経済の可能性を拓く、まさに

地域づくり、まちづくりの取り組みそのものとなる。 

従って、DMO の本質は地域の経営体であり、その意味でも、急ぎ DMO を担う「地域経営人財」プ

ログラムを設計する必要がある。 

３つの基礎能力に、様々な課題解決に向けて総合的な視点で問題状況を俯瞰することのできる「目

利き能力」、多様なデータを分析、活用することのできる、情報資産の運用能力を備えておことが必要

となる。【図表13】 

 

図表12 メタ認知能力の構成 

 

 

 

 

 

図表１３ 必要なコンピテンシーの構成図 

 

 

 

ネットワーキング力
ネットワークを戦略的思考で概念化、設計できる能力
大局的視野、戦略的思考、リスク分析、チームづくり、地域
診断

マ ネ ジ メ ン ト 力
安定的に統合、調整しネットワークを統合管理する能力
仲裁、交渉、対人コミュニケーション能力

エンパワーメント力
ネットワークの中でエンパワーメントを図りつつ効果的な知
識共有のプラットフォームを作り上げる能力
先導的役割、知識共有・融合

課題を見出す「目利き力」
様々な課題解決を可能とする

総合的な構想力

情報を資産としてとらえ運用
する能力

ビッグデータの解析、ハッカソン
／アイデアソンの活用、知財マ

ネジメント

＋

＋

メタ認知能力

ネットワーク力

Communication:
コミュニケーション能力
Technique
技術力

オペレーショナル・ネットワーク、
パーソナル・ネットワーク、ストラテ
ジック・ネットワーク
ICTスキル（SNS活用術等）

マネジメント力

Planning:
政策立案能力あるいはプラ
ンニング能力

適切な課題を設定し、それに向け
て合理的判断ができる程度の代替
案を整え、もっとも環境適合的な選
択肢を決定することのできる能力

Project Management:
プロジェクトマジメント能力

地域では、多様な事象やアクター
を段階別に整理し、適切な観点か
ら目的に向け統合していく運営管
理能力

Risk Management:
危機管理能力

対象が不特定多数の集団である場
合、緊急事態では効率的な秩序回
復と維持を図るかが問われる

エンパワーメント力
Communication:
コミュニケーション能力

傾聴、質問（相手にアウトプットさせ
ることで、相手に考えさせ、色々な
気づきを与える）
承認（客観的な事実を伝える、主
観的な感想を伝える、自分が受け
たプラスの感情を伝える）

社会人基礎能力

Common Sense
一般常識、基礎能力、
理論的知識・能力、マイ
ンド・心構え、特定分野
に関する知識及び活用
能力

Presentation:
プレゼンテーション力

Coordination:
会議の運営ノウハウ

Consultation:
ソリューション提示

＋
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(6) テーラーメイド型プログラムの可能性 

地域経営人財の育成プログラムの基本構造は、社会人基礎力といったあらゆる社会人に共通のコン

ピテンシーをベースとして、海外のカリキュラム事例等の分析結果から、「地域」で活動する人材にと

って必須となるコンピテンシー（ネットワーキング力、マネジメント力、エンパワーメント力）を設定

する。 

また、観光、環境、福祉など分野ごとに求められるコアの専門能力や知識等を明確にし、分野に適

したプログラムを設計する。 

プログラム設計にあたっては、育成すべき人材像とそのグレード、人材育成プログラムの概要、育

成方法の特徴、育成カリキュラムの内容、そして具体的な育成対象を検討することとなる。 

一方で、具体的に対象となる DMO等の組織において求められる機能に適した何らかの個別育成プログ

ラムの視点も必要となるため、対象組織の課題状況がいかなる状態にあるのかを明確にすることが必要

となる。 

そこで、スキャンニングを行うためのスキームの設計を行い、ヘンリー・ミンツバーグ（Henry 

Mintzberg、2009）のいうScienceとCraftのバランスを図り、Artのセンスを涵養する育成モデル構築の

取組を図るため、ICTと実践のトレーニングについての功罪を点検し具体の方向性を提示する。 

その上で、分野別育成プログラムと個別育成【図表 14】プログラムの連結したテーラーメイド型プ

ログラムの実現を企図することとなる。 

 

図表１４ 必須コンピテンシーとテーラーメイドプログラムの方向性 

 

 

①ICT利活用のメリットとデメリット 

ここで教育プログラムにおける ICTの利活用の可能性について触れておく。 

教育 ICTの最も代表的な eラーニング（e-Learning）とは、パソコンやタブレット、スマートフ

ォンを使ってインターネットを利用して学ぶ学習形態のことで、これまでは座学を中心とした e

ラーニングが主流だったが、近年では外食・小売といった現場における“動作を伴う”作業手順

やコツの習得を目的とした「実習型 e ラーニング」も増えてきている。さらに、スマートフォン

やタブレットの爆発的な普及により、モバイル端末を利用して学習を行う「モバイルラーニング」

も普及し始めている。 

ICTが発達し、多種多様なコンテンツをストレージするクラウドシステムを活用した eラーニン

グは、ますます重要な教育手法となっているが一方で、デメリットも否めないため、その功罪の

実際を検証した後、テーラーメイドに適した手法として位置づけられるよう、さらに見直しを図

っていくことが重要となる。 

eラーニングには、学習管理システム（LMS：Learning Management System）と学習教材が必須と

なる。 

LMSは、インターネット上で eラーニングを配信するためのプラットフォームのことで、学習環

境を提供すると同時に、学習者と教材の登録・管理、受講管理（学習進捗や学習結果）といった

機能が搭載されている。これにより「どの受講者にどのコースを受けさせるか」「学習者がどの教

観光 環境 福祉

分野別育成プログラムと個別育成プログラムの連結
テーラーメイド型プログラムの可能性

マネジメント

ネットワーク

エンパワーメント

共通する能力的要素＝コンピテンシー

共通する能力的要素

社会人基礎能力

コアの
専門的能力



115 

 

材を学習・完了したか」「成績はどうか」といったことなどを一元的に管理でき、管理者側にとっ

ては、一からシステムを構築する必要がなく、大規模な受講者や教材も統合的に管理できる。 

eラーニングが誕生した当初は、ただ文字を読むだけのテキスト教材が主流であったが、最近で

はドリル型教材（〇×や数字で回答するテスト問題形式）、PowerPoint 教材（音声やアニメーショ

ンを追加したものも含む）、授業・講義を収録した動画教材、PowerPoint と動画教材を組み合わせ

たもの、リアルタイムで授業・講義を配信する LIVE授業などがある。総じて Eラーニングのメリ

ットとデメリットを整理すると、【図表 15】のとおりとなる。 

 

図表15 eラーニングのメリットとデメリット 

メリット 

• 学習者一人ひとりのペースに合わせて学習することができ、知識と理解を与える

＝「知識習得型」の教育・学習法。 

• E ポートフォリオとの併用により、学習行動の履歴をデジタルとして記録し、公

開していくと同時に振り返りを通じて、達成感や自己肯定感を高めることで、学

習動機の向上が望める。 

• ビデオ映像を取り入れることで、生産現場を知らない学習者もリアリティのある

学習ができるようになる。 

• 携帯端末を利用することにより、特定の場所以外でもその場で学習でき、即時フ

ィードバックが可能になる。 

• コンテンツの更新が容易で最新情報が学べる。 

デメリット 

• 思考力、分析力、問題解決能力等を伸ばすことが目的の「知識構築型」の教育・

学習法につなげる必要がある。 

⇒CMC（Computer Mediated  Communication）を活用したE-learningもある

が、より適した教育の場があればそちらを利用すべきである。 

• 学習者の動きが鈍くなり、ドロップアウトしやすくなる傾向がある。 

出典 | 鎌田（2014），pp.87-101, 中﨑（2014）, pp.43-65; 冨永・向後（2014）「eラーニングに関する実践的研究の進
展と課題」『教育心理学と実践活動』53，pp.156-165、デジタルナレッジ「eラーニングとは」https://www.digital-
knowledge.co.jp/el-knowledge/e-learning/（2023.1.10アクセス）を基に筆者作成。 

 

②実践型プログラムのメリットとデメリット 

ミンツバーグのいう Science は形式知で表されることが多いため、eラーニングにおいてこそ、

効率的に習得することができるが、Craftは優れた先達に学ぶことによって得られる暗黙知である

ため、実践的な現場において学ぶプログラム（On the Job Experience）が相応しいといえる。 

なお、複数同時研修の場合には、PBL（Problem Based Learning）型の適用も考えられる。PBLは

身近な問題や事例を素材としながら、具体的な問題解決に向けてチーム学習を行っていく学習メ

ソッドで、その求められるテーマに対して、知識、汎用的スキル、態度を統合的に展開していく

ことに主眼を置いているところに特徴がある。 

PBL には、大きく 2 つの実施方法があり、１つ目が、仮想のシナリオに基づき活動する「テュ

ートリアル型」であり、２つ目が実際に社会と連携する「実践体験型」で、ここでは後者を想定

する。 

OJEに関する研究はそれほど多くはないが、J.J.ランブレヒト（J. J. Lambrecht, 1997）らや井

上（3009）によれば、「実践大権型」は、管理職向けという限定はあるものの、果たすべき責任が

新規か増えた新しいポジションに就く、特別の立ち上げの業務を割り当てる、人事上のもめ事を

取り扱う、助言を受けたり相談を聴いてもらったりして支援を受ける、管理監督者と仕事をする、

といった「経験」が成功しているタイプであるとしている。これらの経験は新しい、複雑な仕事

や課題への調整、新しい考え、実践、洞察への機会、スキルと知識の適用と実践、奨励と信頼の
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構築、積極的なロールモデルへの展開といった効果をもたらす。さらに、コミュニケーション

（聞く、書く）、マネジメントの知識・技能、非特定的な個人関係のスキル、チーム構築のスキル、

鋭い感覚力、自身と自己受容、組織に対するより広範なパースペクティヴ、リーダーシップの多

様なスタイルの充分な活用といった成果が得られる。 

そこで、成功するOJEには次の 2つの特徴がある。 

個々人が解決すべき課題やリスクのある状態で選ぶ選択肢を扱わなければならいといった多様

な状況にあること、そして。これらの状況は個人に学習の意欲を駆り立て、新しい考えや知識を

得てそれらを実践する機会をもたらし、優先すべき行動についての見直しによる新たな洞察を引

き起こすことである。 

個々人は、新しいロールモデルと建設的な支援を提供する管理監督者や適宜相談に応じるメン

ターがいる支援環境の中で経験を得ているのである。 

実戦型プログラムのメリットとデメリットを整理すると、【図表 16】のとおりである。 

 

図表16 実践型プログラムのメリットとデメリット 

メリット 

• 質問－返答のレスポンスがより現場に応じた、具体性増したものとして行うこと

ができる。 

• その地域を知ったキーパーソンから学べ、コネクションを継承しやすい。 

• 指導者が学んだことをストーリーを持って学ぶことができ、最新の知識とのすり

合わせが議論によって可能になる。 

• 指導者にとって、今までの経験の整理・体系化が行える。 

デメリット 

• 指導者を見つけることそのものが難しく、の選定にあたってのスペックが明確で

はなく、プログラム策定に困難性がある。 

• 指導者のコスト（時間・労力）が想定できず、手弁当になる可能性が高く、長続

きしない。 

• 教える側のメリットが明確でないと協力してもらえないリスクがある。 

• 時間が大幅にかかる恐れがあり、相手方の負担が大きい。 

• 終わったあとの処理をどうするか。成果物の著作権処理など。 

• 一対一なので、関係性の崩壊が直接プロジェクトの終了につながってしまうこと

もある。 

• 実際の活動がどのくらい学習されたか、伝わったのかが数値として現れに  く

い。 

• 学習者のモチベーションアップの方策が必要な場合もある。 

• 指導者の経験がすべてなので、応用性・汎用性が乏しくなる可能性がある。 

• 共に尊重し合う態度がないと、キーパーソンの経験と e ラーニングの最新知識と

のすり合わせが上手くいかなくなる。 

出典 | Lambrecht, J. J., et al. （1997）、井上（2009）を基に筆者作成。 

 

③ポートフォリオ分析の利活用 

次にラーニング・ポートフォリオ （LP：Learning Portfolio） とは、電子化されたポートフォリオの

ことであり、真正な評価においては、学習のプロセスを通した継続的な学習成果物や学習履歴データ等

の記録（学習のエビデンス）を重視し、これらを用いて学習者のパフォーマンスを評価することとなる。

この際に、学習のエビデンスとなるもの、すべてが「ポートフォリオ」である。 
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この仕組みの特徴としては、自分のこれまでの成果やプロセスの見える化、自分の能力やスキルの

見える化、自分のビジョン、ゴールの見える化、履歴書からはみえない自分自身の適正，自己評価の見

える化、目標管理の達成と成果の見える化といったことが挙げられ、遠隔地でしかも個別的にケースが

異なるテーラーメイド型の学習者に対しては能率的な学びを提供することを目論むことができる。 

ジョン・スビサレッタ（John Zubizarreta）によると、LP の媒体は紙でも電子でもよると、３要素と

７項目を含まなければならないとされている。【図表 17】 

  

 

図表17 Learning Portfolioの3要素と7項目 

３要素 

◆ Reflection（自己省察）：学生は授業に対して「なぜ学ぶのか」、「どのように学ぶの

か」、「将来にどう活かすのか」などを考えること 

◆ Documentation（文書）・Evidence （根拠資料）：授業資料やレポート、テストなどのこ

と 

◆ Collaboration （共同作業）・Mentoring （メンタリング）：同級生同士や下級生と上級生、

学生と教員による共同作業のこと 

７項目 

◼ 学習哲学（Philosophy of Learning）：学生は「なぜ学ぶのか」、「学んだことをどのよう

に応用するのか」、「学びの目標は何か」など 

◼ 学習業績 （Achieve-ments in Learning）： 「レジュメ」や「成績証明書」、「表彰の経

験」など 

◼ 学習証拠（Evidence of Learning） 「卒業論文」や「試験」、「レポート」など 

◼ 学習アセスメント（Assessment of Learning）：学生は学習哲学に基づいて、「何をどのよ

うに学んだのか」を自己省察して、そのことを証拠で裏付ける 

◼ 学習の関連付け （Relevance of Learning）：学生は「学習したことを、どのように応用し

ていくのか」を考察 

◼ 学習目標 （Learning Goals）：「どのようなことを達成したいのか」、「学んだことを将来

どのように繋げていきたいのか」を考える 

◼ 付録 （Appendices）：証拠となる資料をまとめること 

出典 | Zubizarreta, J.（2009）. 

 

eポートフォリオには主に 3タイプがある。 

① カルテ型は、学修を含めた学生生活を把握することを目的とした、いわば「学修カルテ」

としてポートフォリオを活用するものである。カルテ型は、教員養成課程における「履修

カルテ」として活用できる。また、学修行動を把握する意味で、要支援学生の早期把握や

キャリア支援、就職率の向上などにも役立つといえる。 

② ブログ型は、学生自身が日々の学修や学生生活について継続的に書き込んでいく、まさに

「ブログ」としてポートフォリオを活用するものである。ブログ型は、学生自身が、自分

の考えを継続的に言語化・文章化する能力を育成するとともに、文章化されたものを客観

的に読み、ふり返る能力を育成するのに資する。 

③ 統合型は、カルテ型とブログ型の要素を統合したもので、この他に、学生自身が自分をア

ピールするための「ショーケース」（showcase）的な機能を加えることも可能である。

（岩井、2013、2-5頁） 

 

④ テーラーメイドのスケルトン 

これまで検討した多様なプログラムの実践手法を踏まえつつ、ニーズと実態に応じたテーラーメイド型

プログラムをデザインするにあたっては、まず対象組織のスキャニングを行った上で、必要となる機能
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等を抽出し、それを具体化するためのコンピテンシーを整理した上でのカリキュラム等の策定を行うこ

とが必要となる。【図表18】 

その上で、実際のポートフォリオを分析するなど一定の評価を行った上で、適宜プログラムの修正

等を加え、さらに向上させることを企図する仕組みが考えられる。 

さらに人材育成にあたっては、プロセスの体系的なマネジメントが不可欠となる。 

具体的なニーズ、効果的なエントリーポイント、育成対象者のモティベーションに対するアセスメ

ント、教育手法のデザイン、育成の品質評価、それらに対するフォローアップと再評価、さらに結果の

モニタリングと最終評価、さらにその成果の効果的研修や学習システムの他への移転、といったサイク

ルでのマネジメントが求められるのである。 

 

図表18 地域経営人財育成プロググラムの策定手順 

 

 

目指すべき経営人財の方向性としては、必要な技能（コンピテンシー）を具体的に定義し、専

門的資格向けのプログラムへの落とし込むと同時に、効率的なマネジメントによる人材育成のス

キームを構築することが望まれる。【図表 19】 

まず、役割・職階と機能の軸で見た場合、より機能性を重視した方向性を取ることで、資格化

につなげやすくすることが求められる。 

また、知識や形式知よりも、現場力や暗黙知にウェイトを置いた実践的な資格化が望ましいと

いえる。 

そして、それらをもって具体的にプログラム化を進めていくためには、総合性よりも領域別の

専門性を追求した形で、実現可能性を高める方向性が重要になると考えられるのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象組織のスキャニング

必要な処方箋の選定

対象組織向けプログラムの策定・見直し

◆ いかなる機能が不足しているか
◆ どういう「人財」が必要か
◆ 組織内外から調達可能か

◆ ICT－eラーニングの策定
◆ JOE実践型教育手法の策定
◆ 担当大学等教育機関の選定（地域、専門分
野、グレード等）

評価（ポートフォリオ分析等）

実践

◆ 育成過程（パフォーマンス）のチェック
◆ 不足するナレッジ、スキルの抽出
◆ プログラムの修正
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図表19 目指すべき地域経営人財のプロット図 

 

 

４．おわりに 

本論では地方創生に必須となる「地域経営人財」の概念を明確化し、それを具体的に育成する

ためのコンピテンシーマネジメントの概要について先行研究を踏まえて整理をした。 

その上でテーラーメイドのプログラムの必要性と展開可能性を論じた。 

そこでこれらの議論を踏まえ、具体的な実践の方向性を以下に示し、本論まとめることとする。 

 

（１）自治体や DMOの実態に即したプログラム開発 

人材育成を課題としている事案を取り上げ、いかなる人材がどのような場面で必要とされてい

るのかについて精査を行い、具体的なプログラム開発を行う。（半年～１年程度） 

プログラム開発を行うにあたっては、大学等専門の教育機関と連携を行うことをも含めて、広

範なアライアンス体制を構築し、多様な知見を取り入れることを心掛けることと  する。 

 

（２）実際の案件の場を活かしたプログラムプロトタイプの試行と検証 

プログラムのプロトタイプを策定後、具体的な試行を実施する期間や場所等の設定をした後、

検証のためのスキームの設計を行う。 

プログラムのプロトタイプについては、基本となるスキルを学ぶパートと実践的なノウハウを

学ぶパートに区分し、受講者の評価・意見を参考に、さらにブラッシュアップしていくための取

り組みを進める体制づくりを行う。（１年～２年程度） 

プログラムの設計にあたっては、国連世界観光機関（UNWTO）などのマニュアル等も活用するこ

ととする。 

 

（３）人財育成を通じた地域活性化モデルの構築 

地域経営人財の育成を通じて、DMO等の組織が活性化し、具体的な成果を測定する KPI 等の設

定を図り、一定期間の測定等を実施し、成果の把握に努めることとする。（３年～５年程度） 

 

以上 

  

機能役割・職階

領域別専門性
資格

総合性

地方創生人材
既存地域・大学
プログラム

目指すべき
地域経営人財

USAの「地域人材」
Training and Development Manager

Social and Community Service Manger

Urban and Regional Planner

Social and Community Service Manager

UKの「地域人材」
Community Development Worker

Marketing Manager

Town Planner

Panning and Developments surveyor

Project Manager

Community  Education and Coordinator

知識・形式知 現場力・暗黙知

◆ 必要な技能（コンピテンシー）を具体的に定義
◆ 専門的資格向けのプログラムへの落とし込み
◆ 効率的な人材育成のスキームを構築

Science

Craft

Art

Passion
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