
2013 年 9～12 月の主な論文・記事 

 

１．論文・執筆記事  

 

（1）「大阪の地下鉄・市バスの民営化」 （『地方行政』2013 年 10 月 10 日、10 月 17 日、 

10 月 31 日号、時事通信社、余語邦彦氏と共著） 

 

 

（2）日経 BP ガバメントテクノロジー連載： 上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

・「都市間競争時代は本当か？」（2013 年 9 月 10 日） 

・「堺市長選挙と都構想の行方」（2013 年 10 月 10 日） 

・「薬のネット販売よりも自治体向け規制撤廃が重要」（2013 年 11 月 10 日） 

・「民意って何か？――むしろ公務員試験を変えたらどうか」（2013 年 12 月 10 日） 

 

 

（3）日経ビジネス オンライン連載： 上山信一ゼミのすぐそこにあるブルーオーシャンを探せ 

・「カリスマが資本主義社会で持続可能になる条件」（2013 年 9 月 5 日） 

・「俳優業の社会的地位向上で、日本人をプレゼン上手に！」（2013 年 9 月 12 日） 

・「うどん、かまぼこの再生から始めるクール・ジャパン」（2013 年 9 月 26 日） 

・「ホリエモンラジオが日本を変える」（2013 年 10 月 3 日） 

・「駅の売り場は駅ナカだけではない」（2013 年 10 月 10 日） 

・「航空業界のブルーオーシャンは、地面にある」（2013 年 10 月 17 日） 

・「ニッポンのコメ作りに、成長戦略は向かない」（2013 年 10 月 24 日） 

・「壊れつつある民主主義をどうするのか」 （2013 年 10 月 31 日） 

・「日本人よ！秘宝は隠さず、どんどん見せよ」（2013 年 11 月 14 日） 

・「これからのお寺は NPO になれ」 （2013 年 11 月 22 日） 

・「動物園は水族館になるな」 （2013 年 11 月 28 日） 

・「東大はたぶん今のままがよい」 （2013 年 12 月 19 日） 

・「マッキンゼーは、もてはやされ過ぎだ」 （2013 年 12 月 26 日） 



2．インタビュー・対談記事  

・「日本版コンセッション方式の本質とは」 

（カルチベイト第 41 号、文化環境研究所、2013 年初秋号） 

・「著者インタビュー」（BOOKSCAN、2013 年 11 月） 

・「橋下市政折かえし」（毎日新聞、2013 年 12 月 20 日） 

 

 

3．講演抄録  

・「地方分権と道州制～大阪・関西の視点から」（日本自治創造学会誌、2013年 10月 5日） 

・「大阪都構想と大阪維新」（『変動する社会と憲法』憲法理論研究会編著 2013年 10月 15日） 

 

 

4．コメント引用  

 

・「横浜市立動物園」（読売新聞、2013 年 12 月 3 日） 

・「連携で文化機能充実」（大阪日日新聞、2013 年 12 月 18 日） 

・「橋下市長の今」（毎日新聞、2013 年 12 月 20 日） 

・「楽しむ、追求し規制打破」（大阪日日新聞、2013 年 12 月 24 日） 

 

 

5．名前のみ掲載  

 

・「大阪都集中砲火」（産経新聞、2013 年 10 月 26 日） 

・「天王寺動物園の職員を外部派遣」（大阪日日新聞、2013 年 11 月 15 日） 

・「都構想検証できレース」（産経新聞、2013 年 11 月 21 日） 

・「中之島図書館存続へ」（毎日新聞、2013 年 11 月 21 日） 

・「都構想有識者会議」（朝日新聞、毎日新聞、2013 年 11 月 22 日） 

・「コスト以外の議論も」（大阪日日新聞 2013 年 11 月 22 日） 

・書評「マッキンゼー」（信濃毎日新聞 2013 年 11 月 24 日） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ .  論 文 、 執 筆 記 事  



 

 

 

 

 

（ 1）『地方行政』連載  





























 

 

 

 

 

( 2 )日経 B P ガバメントテクノロジー連 載  

 

 

 

 

 

 

 



日経BPガバメントテクノロジー・メール            

2013-9-10 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

第138回 「都市間競争時代」は本当か？ 

 

 2020年オリンピックの開催地誘致で、東京はマドリードやイスタンブールに勝った。確かに

東京は他都市に勝った。オリンピックの例に限らず、都市間に競争概念を持ち込む例が増

えている。今回はこの意味について考えてみたい。 

 

●都市は生態系 

 

 最近、新聞や雑誌の見出しに「都市間競争」「アジアのハブの座を巡る争い」といった表現

がよく使われる。政治家たちも“アジアの新興都市との競争”を理由に政策を語る。「羽田の

国際化はアジアの新興都市との競争に負けないため」「法人税引き下げは企業誘致で上海

やシンガポールに負けないため」「阪神港がプサン港に負けないよう国交省が埠頭会社に

出資」といった具合だ。 

 

 だが、都市が他都市を意識して競争戦略を立てて経営できるかものかどうか疑わしい。 

 

 第 1 に都市は企業体ではない。住民は社員ではなく首長は社長ではない。住民は生活の

糧を都市から得ているわけではなく、職場と都合のいい住居があるからそこに住んでいる

だけだ。彼らは都市のいわば“消費者”に過ぎない（農林水産業の場合や古くからの住民は

違うが）。 

 

 第 2 に都市は生態系、つまり場であり組織ではない。都市の実質的境界はあいまいで生

活圏が隣の市と融合する地域もある（「埼玉都民」「奈良府民」の例）。 

 

 このように戦略の主体と捉えた場合、都市のカタチははっきりしない。市役所・県庁は組織

であり経営主体だが、それは実は都市の管理部門に過ぎず、都市を代表する存在とは限ら

ない。また、いうまでもなく都市そのものではない。 

 

 この意味で都市のあり方は生態系のアナロジーで捉えると理解しやすい。地球上の平面

はすべからくその地の土壌と気候に合わせた生態系を形成する。人手の有無は別として雑

木林、杉林、水田などその地に適した生態系を作る。生態系の場合、植物たちは努力して他

の生態系を凌駕（りょうが）する存在を目指したりしない。生態系の目的は単に持続可能であ

ることである。その範囲内でやむをえず隣地を侵食したりする程度だ。競争という概念はな

い。 

 



●都市は人間が管理する特殊生態系 

 

 そんな中にあって都市は特殊な存在だ。都市とは実は人間という奇妙な動物が管理する

特殊な生態系である。この動物は周りの生態系から食料や水を運び込み、生態系を破壊し、

無機物質の巣（コンクリートの家）で暮らすのが好きだ。ある地域が都市化するとがん細胞

のように拡張し、生態系はどんどん失われる。おまけに人間たちは仲が悪い。リーダーの

言うことを聞かない。自己主張に基づき、しかし基本的には生態系を破壊し続ける。かくして

都市は制御が難しい。都市のパフォーマンスは経営努力や競争意識の動員では改善しな

いゆえんである。 

 

 そもそも都市の繁栄は主に他力で決まる。都市の繁栄を決める要因は 1 に立地（水や資

源の有無、交通利便性など）、2 にも立地（気候、広い平野、攻められにくい地形）。そして 3

に政治権力との関係構築（首都か否か）であり、その次にやっと自助努力や市民の意識が

でてくる。 

 

 かくして企業の市場競争と同じように都市も競争すべしという考え方には無理がある。 

 

●されど、都市経営 

 

 しかし、長年の経過を見ていくと、都市と都市の間に競争や勝敗が見られる。特定企業の

誘致を巡って近隣の都市同士は競う。地域の中心がA市からB市へ移ることもある。たとえ

ば九州の中心は熊本から福岡に移りつつある。松山と高松、広島と岡山、大阪と京都の関

係もそれぞれ似た感じである。これも競争の結果といえなくもない。 

 

 都市間の競争は結果において存在する。だが、都市と都市は直接的に戦うことはあまりな

く（誘致を除いて）、また住民もそれを意識することはない。 

 

 首長、議員、職員は都市間競争のこうした性格を理解し、あかたも生態系を育むような戦

略を立て、それをじっくりと実行する必要がある。この意味で都市経営は園芸、あるいは子

育てに似ている。そしてまた、こうして考えてみると終身雇用で身分が保障された行政職員

の存在は案外に重要であり、首長の多選禁止はおそらくケースバイケースではないか、と

いった考えが浮かんでくるのである。 

 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 



日経BPガバメントテクノロジー・メール            

2013-10-10 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

第139回 堺市長選挙と都構想の行方 

 

 9月29日投開票の堺市長選挙は、「大阪都構想」の行方を左右する選挙として全国の注目

を浴びた。結果は都構想に反対する現職の再選に終わり、「橋下維新の崩壊の兆しか」とい

った報道が飛び交った。そこで今回はこの選挙結果が今後の橋下改革にどういう影響を与

えるか、私見を述べてみたい。 

 

●都構想の本丸は大阪市の分割再編 

 

 大阪都構想の本質は都市再生戦略である。つまり雇用を増やし、一人当たりの所得を上

げる。そのために産業の誘致・育成やインフラ整備をする。だが、育成といっても巨大な経

済都市、大阪の産業を役所主導で引っ張るのは難しい。政策の中身は規制緩和や税制優

遇措置が主となる。一方、インフラ整備（道路、鉄道、空港等）は唯一と言っていいほど、役

所に残された数少ない仕事なのだが大阪の場合、そこに二重行政の弊害が立ちはだかる。

その結果、道路も鉄道も整備が遅れている。 

 

 この半世紀、府と市はありとあらゆる分野で張り合い、類似の事業に二重投資してきた。

たとえば市立大と府立大への補助金総額は、都立の首都大学東京全体への補助金をはる

かに上回る。だが総体としての存在感はそれに見合ったものとは言いがたい。都構想が実

現すれば、こうした分散投資がなくなる。府市の予算を都市の成長戦略に沿った重点分野に

集中投資できる。 

 

 都構想の眼目はこれだけではない。肥大化した大阪市の公営事業（地下鉄、バス、水道な

ど）を民営化・合理化し、さらに大阪市役所を廃止して特別区に細分化してきめ細かな福祉、

教育を展開しようとする。かくして都構想は自治体の再編をもたらすのだが、当面の対象は

ひたすら大阪市役所と府庁である。いずれも予算総額と人員数が大きく、再編の意義が大き

いからだ。 

 

●都構想における堺市の位置づけ 

 

 さて、くだんの堺市は都構想の中でどう位置づけられるのか。都構想では堺市の市域は

豊中市、吹田市など大阪市の隣接地域と同様に特別区を構成し、旧大阪市域とともに大阪

の中心を形成すべき存在と位置づけられる。しかし、現状では堺市は大阪市の南側に隣接

するベッドタウンでしかない。その性格の故、筆者は堺市を特別区にする必要性は差し迫っ

たものではないと考える（少なくとも大阪市に比べてだが）。 



 

なぜなら 

（1）堺市はインフラ整備などの大事業をあまり行っていない。そのため大阪市に比べ大阪府

との二重行政が比較的少ない。 

 

（2）堺市は大阪全体の再生にとってきわめて重要というほどの産業拠点ではない。 

 

（3）堺市は政令指定都市になったものの大阪市役所のような大阪府と対立するほどの独自

政策が展開できていない。 

 

 つまり堺市は大阪市に隣接する豊中、吹田、門真、守口などと同様の静かなベッドタウン

に過ぎない。カタチだけの政令指定都市といっても語弊がない。したがって、マスコミが報じ

るような都構想の帰趨（きすう）を決する要衝の地ではない。 

 

●選挙戦のインパクト 

 

 以上を総合し、冷静に考えるとそもそも都構想、つまり「堺市を廃止して特別区とするか否

か」は、そもそも今回の市長選の争点たりうるほどのものではなかった。いずれはその議論

が必要だが、賛否は 4年先、あるいは 8年先に考えればよかったのではないか。その意味

で今回の選挙戦の結果をもって都構想の行方を論じる意味はあまりないのではないか。 

 

 

  ※注 以上の内容は、あくまで筆者の個人的見解である。 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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コラム・上山信一の「続・自治体改革の突破口」 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

第140回 薬のネット販売よりも自治体向け規制撤廃が重要 

 

 安倍政権の規制改革が、いまひとつ芳しくない。いわゆる岩盤規制が壊せないようだ。そ

んな中、薬のネット解禁が一大事、かつ象徴的事例のように語られているが、本当にそうか。

なぜなら薬はネット販売になっても需要拡大があまり見込めない。単に売り場が代わるだけ

で、むしろ地方都市での雇用減につながるのではないか。それよりもっと大事なテーマがた

くさんあると思う。特に重視したいのが国（中央）による地方（自治体）向けの規制である。 

 

●官官規制 

 

 よく言われる話だが税金の 6 割は自治体で使われる。また、各種規制の現場は実は霞が

関ではなく、また省庁の出先機関でもなく、自治体なのである。ところが自治体は国の各種

規制に縛られ、経営改革すらままならない。 

 

 筆者がかかわる大阪市の地下鉄民営化の場合、たとえば経営形態をめったなことでは変

えられないようになっている。元凶は地方自治法である。 

 

 地方自治法は、条例で決めた事業の経営形態の変更（たとえば民営化）の際には議会の3

分の 2 の議決が必要と決めてよいとしている。だが本当にこれほどまでの縛りを国がお膳

立てする必要があるだろうか。まるで憲法改正並みの厳格な縛りである。営団地下鉄（現・

東京メトロ）の場合は、閣議決定だけで民営化が決まった。国営なら簡単なのに、公営だと

極めて厳しくなる。 

 

 もうひとつある。公債の繰り上げ償還が事実上、極めて難しい。大阪市営地下鉄の場合、

大昔に借りた長期で高利率の借金が残っている。民間の金融機関ならばいまどき住宅ロー

ンでも何でも、低金利に合わせた繰り上げ返済ができるのは当たり前。しかし自治体が公営

企業公庫から借りた資金は繰り上げ償還すると、少なからぬペナルティが取られる。地下鉄

の経常利益は実質 50 億円ほどだが、繰り上げ償還できないためにこれに匹敵する金利コ

ストが余計にかかっている。 

 

 以上はほんのささやかな例だが、国は企業や国民だけでなく、自治体をも過剰な規制で縛

っている。いわば「官官規制」である。この損失は多大であり、改革の盲点とも言うべきもの

だ。 

 

●分権改革と官官規制改革は別 



 

 こういう話をすると、国から地方への権限委譲のことだろうと誤解する向きがあるがそうで

はない。委譲といった問題ではなく、そもそも国が関与する必要がないところから国が撤退

すべきという話である。 

 

 たとえば指定管理者制度というものがある。地方自治法では公の施設について従来は、

直営か外郭団体以外は経営できなかった。それが改正されて、議会が議決で「指定」した民

間事業者ならば「管理」の主体になってもよいという制度になった。これは一般的には規制

緩和と考えられているが、よく考えると、なぜ国がここで関与する必要があるのか。 

 

 企業だって中央省庁だって、施設管理の外注をする際にいちいち株主総会や国会の議決

を必要としない。なのに指定管理者制度では、地方自治法が議会の議決を要求している。ま

た、その他の委託の決め事が細かくガイドラインで決められ、総務省が自治体を指導してい

る。 

 

 どうみても、やりすぎではないか。そもそも「公の施設」といった概念をすべての自治体に

押し付けること自体が時代遅れである。公の施設だとか指定管理者制度は、そもそも規定

そのものを廃止するべきだ。業務委託の基準などは各自治体がそれぞれ勝手に決めれば

事足りるはずではないか。 

 

 この例は典型的な官官規制だが、そもそも地方自治法の規定の多くが自治体に対する過

剰規制である。自治体は多様であり、全国一律の基準で縛る必要はない。国とのやり取りが

発生する事項、あるいは国民すべてにとって重要な事項のサービス水準などについては、

一律の官官規制の必要があるかもしれないが、その他は規定を撤廃すべきだろう。 

 

●規制法規の条例化を 

 

 この意味でさらに話を広げると、国の規制緩和についても規制改革会議で条項を細かく見

直すよりも、いっそ法律を廃止して自治体の条例に変えていったらどうか。法律としては廃

止し、そのうえで必要なら地方議会で条例として残していけばよい。自治体は国民の生活に

身近であり、社会的弱者にとっては最後の保護シェルターである（生活保護など）。その動き

を柔軟にすることで、福祉も教育もかなり生産性が上がるのではないか。 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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第141回 「民意」って何か？――むしろ公務員試験を変えたらどうか 

 

 最近、「民意」という言葉をよく聞く。当面は国政選挙がなく、自民党安定政権が続く。だか

ら選挙で「民意」を問うのは難しい。そこで与党も野党も敵対勢力の動きを「民意に反する」と

批判するのである。もちろんこういうのは我田引水でしかなく、ホンモノの民意ではない。だ

ったら本当の民意とは何か。今回は民意について考える。 

 

●民意は架空の産物 

 

 ホンモノの民意を捉えるのは実は不可能だ。なぜならすべての有権者の意見が一致する

ことはない。政治とは、そもそも経済原則で割り切れない事柄を決める、つまりどろどろの利

害調整を少しでもましに行うためのものである。一枚岩の民意が存在すれば政治はそもそ

も不要である。ならば「多数派の意見」が民意かといえばそれも違うだろう。なぜなら多数者

の意見への迎合こそ、オルテガやトクヴィルが警告する“多数者の専制”“衆愚政治”の温床

だからだ。 

 

●参画をどう保障するか 

 

 ならばなぜ「民意の反映」とよくいうのか。これは実は一部の人だけが政治をやるという批

判を象徴する言葉なのだ。選挙が終わると政治は人々から遠いものになる。そこで「民意が

反映されていない」と時々、言うことで政治を引き戻す動きにつなげるのである。 

 

 ちなみに一般人が政治に参画するルートは選挙だけではない。たとえば、官庁（官僚組

織）は業界団体などの意向を聞いて政策案を修正する。官僚が公聴会や意識調査をやって

政策案を修正することもある。新聞社などマスコミが独自の見解を主張したり、世論調査の

結果をてこに政府に問題提起したりする場合もある（今回の特定秘密保護法案のように）。 

 

 あるいは政党である。政党は、ばらばらの民意を一定方向に束ねる装置である。それを通

じて意思決定がしやすい環境を作る、いわば卸の機能を担う。有権者は個々の政策につい

ていちいち自分の民意を表明せずとも政策群を“パック売り”している政党という“商品“を選

びさえすれば、政党が自分の民意を反映してくれる。 

 

 このように有権者の意思表明、政治への参画のルートはいろいろある。だから「民意が反

映されていない」というのは「反映してもらえなかった人々」による主張であることが多い。自

分の民意が反映されたと考える人は、むしろ黙っている。かくしてニュースは常に「民意が



反映されていない」と報じる。これは民主主義のパラドックスである。「反映されていない」と

声高に叫ぶ人が多数いる社会は、実に民意に寛容で、民主的な社会なのである。 

 

●科挙と革命 

 

 ところで民意や選挙を重視する文明は、実は地球規模（歴史、広さ）で見れば、近代の西欧

に由来する極めて特殊な方法でしかない。人類の歴史のほとんどは民主主義なしでやって

きた。 

 

 たとえば中国。支配される民衆の政治参画の方法は選挙によらず、科挙と易姓革命で保

障された。皇帝と官僚たちが世の中を支配する。しかし科挙に受かれば平民から官僚にな

れた（時代によって程度の差があるが）。また皇帝が横暴な場合には、革命で皇帝を替える

方法が用意され、何度もそれが起きた。 

 

 今の中国には議会や選挙があるが、伝統的には議会選挙よりも官僚への立身出世を通じ

て参画を保障してきた。普段は穏やかに科挙による参画を促し、それがだめになると一気

に革命というのが中国流である。 

 

●日本型モデル 

 

 翻ってわが日本国はどうか。西洋型（議会制民主主義）と中国型（科挙、革命）のハイブリッ

ド型だ。 

 

 日本には、参画チャネルとしては議会選挙がある。一方で権力は官僚にもあって、その正

当性は科挙、つまり国家公務員試験で裏打ちされる。これはバランスがいいようだが、実は

ダイナミックな政権交代が起きない。西欧型に徹すれば選挙で政権が交代する。中国型な

ら革命で王朝が変わる。日本ではどちらも起きない。 

 

 第1に権力の二重構造が「革命」を拒絶している。天皇制は血統で保障された王朝であり、

交代することがない（そのかわり俗世の実権をほとんど持たない）。おかげで社会は安定す

る。 

 

 第 2 に官僚である。科挙、つまり公務員試験で選ばれた官僚たちが仕事を安定的に行う。

「天皇の官吏」という位置づけは、まことに保守的で変化を起こしにくい構造である。 

 

 かくして、わが国の統治機構は革命も選挙を通じた政権交代もなく、科挙と天皇制という社

会安定の仕組みの上で物事が容易には変わらない構造を形成する。 

 

 第 3 に議会が弱い。国民主権だから議会は相当の権力を握る。だが長年、議会は与党が

牛耳ってきた。権力の交代はそこでの派閥争いを経て起きるのだが国民は参加しないし、

できない。かくして議会の権力は議場内での多数派獲得に終始する。 

 



 こうした意味で昨今の「民意」ブームはその意味で実はまだ見ぬものに対する郷愁の様相

を呈している。日本は西欧にはなれない。そして議会制民主主義も天皇制もたぶんやめる

ことはないだろう。だとしたら動かせるのは科挙のあり方だけかもしれない。具体的には、

国家公務員制度、国家公務員試験のあり方が日本の統治機構を大きく変える唯一のレバー

のような気がする。 

 

 

 

 

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆──────────────── 
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「カリスマ」が資本主義社会で持続可能に

なる条件 

カリスマの、カリスマによる、カリスマのためのビジネス 

2013年 9月 5日（木）  上山 信一  

 

 

 今回はいきなり英語のクイズから。あなたは“ドメスティック・ディーバ（Domestic Diva）”とい

う英単語をご存知だろうか？ これは日本語でいう“カリスマ主婦”のことで、米国ではほぼ自

動的にマーサ・スチュアート（後述）のことを指す。ここの Domesticは家事を意味する。そして

Diva とは歌姫（もともとイタリア語で女神。AKB48 から分かれたグループ名にも“diVA”がある）

のことだ。だから Diva=神=カリスマという意訳は実は正しい。 

 カリスマ（charisma）はもともとギリシャ語に由来し、原始キリスト教では「神から授かった特

殊な能力」を意味した。滅多にいない、圧倒的かつ神秘的な存在である。カリスマという言葉

を広めたのは独の社会・経済学者のマックス・ヴェーバーである。ヴェーバーは 『支配の諸

類型』の中で、「合法的支配」「伝統的支配」とともに「カリスマ的支配」を統治の 1つのモデル

とした。 

 そこから転じて、今の日本では、カリスマシェフ、カリスマ美容師、カリスマ節約主婦などカリ

スマがあふれている。現代の日本では統治や政治の世界のカリスマがあまり見られなくなり

（多分困ったことだがそれはさておき）、代わりにプロフェッショナル業界で使われる用語にな

った。さらに最近では、読者モデル、主婦などを修飾する言葉にもなった。彼らはもちろんプロ

ではないが、他の読者、主婦から一目置かれる存在である。予備校にも「カリスマ講師」が大

勢いる。ただなぜか、学校の先生や大学教授のカリスマはあまりいない。先生は単位を与え

る権限を持っているので、教室の中では”神“だからだろうか（そして教室の外に出るとふつう

の人だし…）。 



 さて、カリスマには 2つのタイプがある。 

生活密着型の耐久消費財に多いカリスマビジネス 

 1つはクリエイティブ型だ。ファッション業界におけるジョルジオ・アルマーニ、テレンス・コンラ

ン、ココ・シャネルなどだ。非凡な才能を駆使して素晴らしいアートや商品を創造する。先ほど

のマーサ・スチュワート、日本の栗原はるみに代表されるカリスマ主婦（主に料理）もクリエイ

ティブ型である。 

 もう 1つはユーザー型だ。パリス・ヒルトン、英国の故ダイアナ妃、そしてやんごとなき方々を

擁する宮内庁。彼らが使う商品は珍重され神秘性を帯び、“○○御用達”、“○○さんが愛用”

とありがたがられる。 

 ちなみにカリスマが成り立つ商品は、生活に身近な耐久消費財が多い。典型的には服や靴

などのファッション。椅子などのインテリア（イムズなど）。そして車（ポルシェなど）、建築（コル

ビジェなど）へと対象物はだんだん広がった。 

 以上は 19世紀から 20世紀にかけての動きだが、押しなべて小さなものから大きなものへと

対象物は拡張した。それが最近は対象物がものからサービスに広がり、アイテムも小さくなっ

てきた。また、短期間に消費される食べ物などにも広がった。アクセサリー、花、スイーツ、料

理などがその例だ（図 1）。かくして今やカリスマビジネスは、生活産業の全般に渡ってブル

ー・オーシャンを開拓し続けている。 

図 1 

 



 ところで、カリスマビジネスの成功の条件は何か。クリエイティブ型について上山ゼミで分析

したところ、5つあるとわかった。1つ目は非凡な才能、2つ目は権威付け（入賞歴など）、3つ

目が補助要員（助手）の確保、4つ目が後進者（弟子）の育成、そして 5つ目が「ブランド化」で

ある。この 5つがそろうと非凡な個人の才能がカリスマビジネスへと転換、つまりマネタイズで

きる。 

 そして面白いのは、カリスマ（個人）がカリスマビジネスに育つためには、あるところで創作

の手を止める必要があるという点だ。 

 どんなに素晴らしいパティシエでも、朝から晩までスイーツを作り続けていては、カリスマに

はなれない。どこかで弟子に任せないと、資本主義が求める拡大再生産ができない。最終的

にはブランドビジネスに進化し、コンビニと組んだ自分のブランドのオリジナルスイーツを企画

したりする。さらに、消費者を生産者に転換すると“生産”はさらに拡大する。「○○さんと同じ

ようにあなたも自分で作りましょう」というビジネスだ。 

 この点でマーサ・スチュアートや栗原はるみはすごい。消費者を自分のカリスマ商品の生産

者に転嫁（ハイジャック！）してしまった。もはや宗教に近い。ここでは、プロの料理人ではなく、

もとは普通の主婦という経歴がアピールする。 

 この資本主義の拡大再生産の法則に照らすと、ユーザー型カリスマも、他人の作る物をセ

レクトして薦めているだけでは儲からない。オリジナル商品の開発ビジネスに関わってこそ、

本物のカリスマビジネスとなる。 

マービン・バウワーのカリスマは今も健在 

 余談になるが、読者の皆さんはマービン・バウワーというカリスマ・コンサルタントをご存じだ

ろうか。私がかつてパートナーを務めた大手コンサルティング会社、マッキンゼーの事実上の

創業者である。彼は元弁護士。発展途上だった経営コンサルティング業をプロの職業に育て

た立役者である。 

 彼はもちろん仕事がものすごくできたが、“クライアント・ファースト”に代表される強い職業

倫理を体現した人物として、業界内はもとより米国のビジネス界で広く知られる（詳しくは『マッ

キンゼーをつくった男 マービン・バウワー』（ダイヤモンド社）を参照）。マッキンゼーの社内で

は、重要判断は必ず彼の行動規範に沿っているかどうかが問われる。 

 その神格化、カリスマ度合いは、アップルにおけるスティーブ・ジョブズ、慶應義塾大学に於

ける福沢諭吉先生に並ぶ存在である。若手パートナーの間では、今は亡きバウワー（2003年

没）と会ったことがあるか、同じテーブルで食事をしたことがあるかが一大事となる（カリスマ



の近くでリアルな時間を過ごした経験は、その人物の社内カリスマ度につながるのだ）。ちな

みに、筆者はもちろんバウワーと同じテーブルで食事をしたことがある（だからエライ！とこの

ような場で自慢しても仕方ないのだが…）。 

拡大再生産と持続可能性を担保する「ブランド化」 

 ところで、一般に、カリスマ自体は一代限りである。 

 しかし、カリスマ本人が死に絶えようとも、カリスマビジネスは拡大再生産と持続可能性を求

めて、後継者を探し、育てようとする。だが、後継の新カリスマは、たいてい旧カリスマほどの

力を持たない。そこで、繰り出される手法が「ブランド化」である。たとえばシャネル。ココ・シャ

ネルが亡くなったあとも特異なスタイルを保って、新商品を出し続けている。変わりゆくユーザ

ーに対し、時代のトレンドを反映しつつも変わらぬ価値観を発信し続けている。 

図 2 シャネルスピリットに基づくデザインのルール 

デザイン 機能 

上着の内側にチェーン 上着に重みを与え、定位置に落ち着かせる 

袖山は高い位置に 格段に楽に動くことができる 

上着にカフス 取り外しや洗濯が可能 

ウエストバンドの内側にリボン ブラウスの滑り止めの役割を果たす 

ヒップの内側にジッパー たくさん食べてもお腹のラインにひびかない 

スカートにスリットやプリーツ 体に合わせて服が動く 

飾りのポケット 鍵や口紅をいれたり、手の置き場にもなる 

 世には数多のブランド論が溢れているので、そのあたりの話は省略する。カリスマビジネス

にちなんでここで力説しておきたいのは、ユーザーへのブランドの刺さり方である。 

 上山ゼミで調べたところブランドのユーザーへの刺さり方には大きく 3通りある。それによっ

て、ブランドは 3分類できる。 



 まずは「アウトロー」型だ。ナイキやハーレー・ダビッドソン、アディダスやポルシェ、初期のア

ップルなどがそうだ。 

 これらはとにかく尖がっている。万人に愛されるブランドではない。素行不良なのになぜかモ

テるスーパースターのようなブランドだ。アンチも多いが、一部に熱狂的ファンがいる。ファン

の間には強い仲間意識がある。「世の中は分かっちゃいないよね」という共通認識がある。 

図 3 

 
 続いて、「マスライフスタイル型」だ。無印良品やユニクロ、L.L.Beanが属する。ある種のこだ

わりとスタイルを持った先進的な価値観を打ち出しているものの、基本は万人向けである。ち

ょっとだけ普通でないもの、少しだけこだわりたい良いモノ好きのファンが集まる。そこには商

品の良さ、スタイルへの共感がある。ファンはゆるい連帯感でつながっている。アンチは少な

い。ファンには気持ちの余裕がある。 

 そして「貴族型」。メルセデス・ベンツ、エルメス、リッツ・カールトンなどいわゆる超一流を自

認するブランドである。誰が貴族なのかというと、客である。客は、自分こそが超一流ブランド

にふさわしい客であり、支持者だと思っている（あるいは、人からそう見られたいと願ってい

る）。だから、リッツでベルボーイとの会話に割り込んでくる他の客は許すまじ敵となりうる。S

クラスのオーナーは、A クラスのユーザーを自分と同じベンツのオーナーだとは認めたくない

（多分）。 

みんなの党や日本維新の会はアウトロー 

 この 3分類は日本の政党にも当てはまる。みんなの党や日本維新の会はおそらく「アウトロ

ー型」だろう。一昔前までの民主党（最近はあまり元気がないが）はたぶん「マスライフスタイ



ル型」だった。そしておそらく自民党は、本質的には「貴族型」である（自分の業界、地域のた

めに仕事をしてくれる先生が第一である）。 

 ちなみに、アップルはアウトロー型からマスライフスタイル型への転換を遂げた。ルイヴィト

ンは貴族型からマスライフスタイル型に変化して売り上げを伸ばした。このように、スタイルの

転換が、カリスマビジネスの成長につながることもある。 

 ここでふと思うのが、人間、つまり個々のヒトのブランドの意味だ。多くの日本人には死んだ

ら戒名というブランドが付く。居士に大が付くとか付かないとか…。しかし、あんなのはどうでも

いいと筆者は思う。 

 私の場合、死んだら、亡骸は宅配便か引っ越し便に引き取りに来てもらってもいい。「あ、ご

遺体 1つですね」と担いでどこかへ持っていって適切に処理して欲しい。高価な棺も華美な祭

壇も複雑な戒名も無用だ。そういったブランドには興味がない。カリスマビジネスを営むつもり

は毛頭ないし、上山家にはブランドを必要とする資産もない。 

カリスマは一代限りでよいのだ…が… 

 要するにカリスマは一代限りでよいのだ…とここまで書いて、ふと気がついた。そもそもブラ

ンドはいらないという前に、まずカリスマにならなければならないのだ…。 

（構成 片瀬京子） 

（注）このレポートは慶應 SFCキャンパスの上山研究会（経営戦略ゼミ）の 2007年秋学期の「カリスマ・クリエ

イター市場分析チーム」（染矢明日香、佐藤仁美）、同年春学期の「ブランド研究チーム」（中村憲佑、山崎百

華、木下みらい）の調査結果を参考に作成した。 

（注 1） マーサ・スチュワート 

 1941年米国生まれ。世界的に有名なカリスマ主婦。「家事の楽しみ方」を提唱し、家事の定

義を更新した。裕福でない家庭に育つが、ケータリングビジネスの経験から、レシピ本

『Entertaining』（1982）を出版、ベストセラーとなる。「マーサ・スチュワート・リビング・オムニメ

ディア」を設立しビジネスを展開（売上高約 2兆円）。扱うジャンルは料理のほか、キッチン、園

芸、インテリアなど幅広い。自ら CEO（最高経営責任者）を務め、レシピ・通販を取り扱うインタ

ーネットサイト、雑誌『マーサ・スチュワート・リビング』、同名のTV番組（昨年終了）などから収

益をあげる。また、大手ディスカウントチェーン Kマート社と提携して手頃で高品質な商品を売

る「マーサスチュワートエブリディ」という統一ブラントを立ち上げた。 



（注 2） 栗原はるみ 

 1946年生まれ。専業主婦から料理番組のアシスタントを経て、料理研究家、カリスマ主婦へ

と変貌。ミリオンセラーの著書『ごちそうさまが、ききたくて』で日本人初のグルマン世界料理

本賞を受賞（2005年）。1995年に「ゆとりの空間」という会社を設立し、「栗原はるみのライフス

タイルをかたちにした衣食住の総合ブランド」として生活提案型のショップを展開する（全国 57

店舗）。栗原レシピの料理を楽しめるほか、セレクトされたキッチン用品やウエアなどが買える。

メグミルクと提携したデザートシリーズ「栗原さんちのおすそわけ」、全日空の機内食の監修

など、他力活用によるビジネスも展開。 

 

 

 

上山信一ゼミの すぐそこにあるブルーオーシャンを探せ 

朝食市場、美容市場、ヨーグルト市場…。身近すぎてありふれた商品の市場も、冷静に分析

して見方を変えると、イノベーションの芽が隠れている。上山信一ゼミが真剣勝負で分析した、

ニッポンの「レッドオーシャン」に隠れた「ブルーオーシャン」を見つけ出すアイデアを紹介。 

 



 

 

俳優業の社会的地位向上で、日本人をプ

レゼン上手に！ 

俳優業キャリアの出口戦略が、日本人の演技力を育て

る 

2013年 9月 12日（木）  上山 信一  

 

 

 最近の若者たちはプレゼンがうまい。「ポイントは 3つ…」「結論から言えば…」と実に滑らか

だ。おそらく小さい頃に週刊こどもニュースで池上彰さんを見ていたからではないか。いや、最

も影響を与えているのは、ジャパネットたかたの髙田明社長かもしれない。彼は間違いなく名

優である。相手を引き付け、楽しませ、説得し、気分よく物を買わせる。並みの俳優をはるか

に超えたすさまじいコミュニケーション能力である。 

 さて、今回の上山ゼミの業界分析のテーマは俳優である。 

日本の職業俳優の平均年収は約 200万円 

 日本には今、およそ 1万 1700人の職業俳優がいる。うち、女性が 4割。平均年齢は 40歳。

年収はかなりの幅があるが、平均約 200万円（「平均年収.jp」などによる）。世の中の平均より

は少し低く、またこの額は、ほかのクリエーティブ系ビジネスの従事者（例えば演奏家、演出

家、作家、音楽家など）よりやや低い。 

 俳優は間違いなく憧れの職業の 1つである。最先端のファッションを装い、スポットライトを

浴びる。旅番組やグルメ番組の仕事もある。ベテラン俳優が小説を書いたら、すぐに何かの

賞がもらえる（という印象がある）。 



 しかし現実はきびしい。そんな俳優はごくごく一握りである。 

 クリエーティブ系ビジネスの中で最も恵まれているのは、意外にもクラシック音楽の演奏家

である。平均年収は約 400万円（当人たちへのインタビュー、各種データからの推計）と高い。

彼らにはフルオーケストラの演奏会だけでなく、ミニコンサートや結婚式などの出番がある。

一流プロだとCDも出せる。また、演奏（俳優で言えばカメラの前や舞台で演技する仕事）だけ

でなく、教える仕事がある。街を歩けばピアノ教室やボイストレーニング教室に出くわすし、小

中高には必ず音楽の先生がいる。 

 こうしたクラシック音楽の産業としての裾野の広さの背景には、音楽が義務教育の必修科

目になっているという事実がある。全国民がいやおうなしに、小中学校の授業でクラシック音

楽にふれる。そこには音楽で生計を立てる先生と、悪い成績を付けられたくない児童・生徒と

親がいる。 

 課外で親に言われてピアノを習う子どもたちもいる。ほとんどの子は最初はしぶしぶやって

いる。ところが、いつしか面白さに目覚めてくる子たちが出てくる。そのうち「高校生になったら

甲子園のアルプススタンドで NHKの朝の連ドラ『あまちゃん』のテーマを奏でたいなあ」と考え

る子も出てくる。さらに、大人になったら音楽で身を立てたいと夢見る若者も出てくる。この業

界、たとえプロの演奏家になれなくても、音楽の先生という安定した職業の道がある。恐れる

ことはない、好きな道を究めてみようと音楽、芸術系の大学に行く人も多い。 

 このようにクラシック音楽の場合、若い頃から身近に触れ、早くから楽しさに目覚め、プロを

育てる仕組みがうまくできている。かくしてクラシック音楽は日本人の暮らしに根付き、音楽家

たちも食べていける。この仕組みは、同じく義務教育の科目である美術やスポーツ（体育）に

もある程度当てはまる。 

キャリアの出口に乏しい俳優業 

 翻って、演劇はどうか。 

 国の政策では舞台芸術に対して、体験型のかかわりを増やしていく方向にあるそうだ。劇団

関係者によれば、そのあおりで学校ぐるみの舞台芸術鑑賞の機会が激減しているほどだとい

う。だが残念なことに、日本の小中高では演劇を正式な科目として教えない。国語の授業の

一部でしかない。学校外の教育機関も少ない（文学座・劇団四季・宝塚などを除く）。街を歩い

て演劇教室を見かけることも少ない。演劇や映画の面白さに目覚めて、将来は俳優になろう

と思っても、食べていけるかどうか不安だ。俳優になれなくても、学校で教える仕事ならアリか

も、とはとても思えない状況だ。つまり、キャリアの出口がない。 



 しかし演劇は、ギリシャ文明の頃からの伝統である。欧米社会では、今も、演劇は民主主義

の基盤と考えられている。演じる、すなわち、説得力をもって振る舞うということは、異なる文

化を持つ人々がコミュニケーションし、問題解決し、政治を動かすうえで欠かせない要素だか

らだ。 

 現代人の生活には、ますます演劇的素養やスキルが不可欠となっている。だからこそ海外

の学校では、ミュージック（音楽）やアート（芸術）と並び、シアターすなわち演劇が独立した科

目として成り立っている。 

 ところが日本では、演劇に対するリスペクトがあまりないようだ。単一民族の仲間うちの社会

だったから、たいていのことは「あうん」の呼吸で分かりあえる。空気を察する力こそ大切で、

深い対話や討論はあまり必要とされてこなかったからだろう。 

 そのせいか、俳優に対するリスペクトも足りない。観る対象としては、美人女優や一部の歌

舞伎役者、映画やテレビのタレントが人気を集める。しかし、本多劇場やシアターモリエール

あたりで活躍する俳優に何かを学ぶという発想はない。演劇を観るというと「情操教育にはい

いんじゃないの」という程度の理解が大方のところではないか。 

演じることもディベートの一環 

 実は、筆者は米国アスペン研究所の経営者向けの思想哲学の合宿研修に参加したことが

ある。大手企業の役員や官庁の局長クラスが 15人で 2週間合宿し、朝から晩まで語り合う。

そこでの課外プログラムとして、班対抗でギリシャ悲劇（ソポクレス作『アンティゴネー』）を演じ

る機会があった。舞台の上では各人が別の人格になりきる。 

 すると、もとの役職はもちろん、日中の教室内での姿とは違った本人のキャラクターが浮か

び出してくる。演者の個性と配役がうまく溶け合い、お互いの理解がぐんと深まった。演じるこ

とは観客を意識したディベートの一環であり、対話術を磨くことにもつながると確信した。また、

なるほど演劇は政治風刺で威力を発揮するはずだとも悟った。 

 ここまで、あたかもグローバル人材（笑）による日本批判に終始しそうな流れ…（？）だが、も

ちろんそうはならない。 

 私は、古代のギリシャ演劇の劇団チームで練習しているうちに、子供の頃、知らず知らずの

うちに演技を学んでいたことを思い出していた。 

 私が幼少期を過ごした大阪の街では、日常の大人たちの会話が演劇的だった。舞台は街。

すべての人が俳優である。店舗では、売り手と買い手は、売り手らしい振る舞い、買い手らし

い振る舞いを強いられていた。 



 「このタンスえらい高いやん」「いやこれ、順番待ちの人気ですねん」「そしたらチラシで宣伝

せんでもええやん」「いや、ちょっと値が張るんで宣伝せんと売れませんのや」「えっ？」といっ

た具合だ。 

ボケとツッコミは経済学の実践なり 

 真面目なのか冗談なのかわからない。そして一見脈略のなさそうな会話を繰り返す。だが、

やがてそれを通じてお互いの立場や状況に対する理解が深まり、商談における妥協の余地

が急に見えてくる。「買ってよし、売ってよし」の価格と気分の均衡点を探っているのである（経

済学の実践なのだ）。 

 この場合、演技を通り越して熱くなったり、感情的になったりするのはルール違反だ。ユーモ

アと演技力で相手の主張にツッコミを入れる。そのあとは相手を立てて、すかさずこちらのお

願いを泣き落とさんばかりに切々と訴える。この切り換えができなければ一人前の大阪人と

は言えない。 

 今の日本人に必要なのは、単なるディベート力ではない。ユーモアを交えたこの大阪人的な

演技力ではないか。論理的に正しいかどうかに加え、それを正しいと相手に思わせる力量と

愛嬌が問われている。ジャパネットたかたの髙田社長のセールストークも、あの顔と声と表情、

立ち居振る舞い、そして方言なまりがあるから、説得力がある。自分の立場（要するに売りた

い）を明示しつつも、相手の立場（買い手が抱く心配や不安）への理解と共感を示す。だから

名優なのだ。 

大阪の街では、今でも演技が学べる 

 大阪の街では、今でも、家でも街でも、知らず知らずのうちに演技を学べる。 

 人の多いところ、電車の中や雑踏で、たとえば 2人の小学生がボケとツッコミを互いに繰り

出す場面に遭遇するだろう。あれは、彼らの舞台なのである。後で必ず「今日はウケたな」「周

りの大人、凍ってたやんか」などと密かに反省会が開かれる。彼らは 2人の間でコミュニケー

ションを取っているようでいて、会話を披露し、実は周囲ともコミュニケーションしているのであ

る。そんな彼らが大人になって、大阪はもとより東京やニューヨークでタフなネゴをこなすよう

になる。 

 だからここで是非とも言っておきたいのは、何と言っても 400年前のあの事件、大阪夏の陣

の理不尽さである。あのとき豊臣氏が天下をとっていれば、日本は演劇国家になっていただ



ろう。生き馬の目を抜く現在の国際社会でも、丁々発止の交渉ができる日本人がたくさん輩

出されていたはずだ。ところがあのとき徳川氏が勝ってしまった。 

 そこから日本の没落は始まった。三河の徳川の生真面目さが日本をダメにした。（中略…）

それがひいては山県有朋に代表される精神主義の陸軍文化を生み出し、（中略…）ついに太

平洋戦争で負けるに至った。そして戦後も今も、ひたすら黙々とモノづくり一本やりで来てしま

った。それが日本の産業構造の転換を遅らせてきた…。要するに、日本は平成不況よりも前

の 1945年 8月の敗戦よりもそのまたはるか昔の 1615年の夏（大阪夏の陣）、豊臣氏が敗れ

たときに、今日のグローバル化において負けるべく運命づけられていたのだ…。 

 日本の将来のため、俳優のためにも学校教育に演劇を取り込むべきである。一部では、学

生の研修現場に精神科の患者さんを演じる俳優を派遣するビジネスを始めている劇団もあ

る。 

演劇を必修科目にし、資料棒読みやマニュアルトークを撲滅 

 今後はさらに裾野を広げ、あらゆる教育現場に演劇を浸透させるべきだ。英語の授業にお

ける英会話の比率が高まっているように、小中高の正規の授業科目として演劇を採用するの

だ。国語の時間に、1人で教科書を読み上げる朗読なんかに時間を費やすくらいなら、掛け

合いやディベートを練習させるべきだ。 

 そうすれば、俳優業もクラシック演奏家と同じく、ちゃんと食べていける稼業になるだろう。ク

ラシック音楽は元々日本になかった文化だが、政府と関係者の努力ですっかり定着した。今

からでも遅くない。400年前の失敗（まだ言ってる…コイツ…自己批判）は取り返せるはずだ。 

 そうすれば、記者会見で資料の棒読みを繰り返す経営者や、こちらの反応なぞお構いなし

にマニュアルトークを繰り出す店員もいなくなる。そしてまた、大阪のようにバスや電車を待つ

ベンチで隣の客と楽しく語らう習慣が全国に広まるだろう。かくして、日本全体が大阪のように

素晴らしい街になれる（？！）。あと 2年で大阪夏の陣から 400年、やっと日本にも素晴らしい

時代が訪れる。 

（構成：片瀬京子） 

（注）なお、このレポートの執筆にあたっては慶應SFCキャンパスの上山研究会（経営戦略ゼミ）の2008年春

学期「俳優ビジネス分析チーム」（山崎百華、小西恵里子、岡田紗也加）及び 2007年秋学期「クラシック音楽

ビジネス分析チーム」（新井優大、松野慶香）の成果を参考にした。 



 

 

うどん、かまぼこの再生から始めるクール・ジ

ャパン 

食ビジネス再生を考えるロジカルフレームワーク 

2013年 9月 26日（木）  上山 信一  

 

 

 8月 1日のこのコラムではうっかり海外旅行自慢をしてしまったので、今回は国内旅行自慢

から始めたい。 

 筆者は国内外を問わず見知らぬ土地に出かける際には、なるべくつてを頼ってその土地の

人を紹介してもらう（地方在住の読者の方にもぜひお会いしたいのでよろしく！）。現地で会っ

たら一緒にメシを食う。そして尋ねる。 

「何かお土産にいい名産品、特に珍しい食べ物はないですか？」 

 最初の返事は大抵ありきたりだ。全国にも名が知られた誰もが思い浮かべる名産品の名が

挙がる。そこで尋ね直す。 

筆者が感動した「江木なうなう」 

「東京で一人暮らしをする子供に持たせたくなるような、地元でしか食べられない旨いものは

ないですか？」 

 すると今度は「ちょっと見た目はアレですが」のエクスキューズと共に、素晴らしい食品が推

挙される。 



 そうやって出会った素晴らしい食べ物のひとつに、島根は浜田の江木蒲鉾店の「江木なうな

う 赤天」がある。これは魚のすり身に赤唐辛子を練りこんだ薩摩揚げのようなものだ。見た

目はピンクで辛い。が、食べているうちにハマる。つまみによし、おやつによし、カットして焼き

そばに入れてよし。なんというかハムにパン粉をつけてカツにした感じで粉モノ風の不思議な

味がする。 

 味だけでなくネーミングもいい。「なうなう」である。ツイッターの「なう」、あまちゃんの「じぇじ

ぇ」の両方取りかと思いきや、双方が存在しない頃からの人気商品である。 

 形状もまたいい。オーソドックスな薩摩揚げスタイルで好きな形に切って食べられる。 

 練り製品は全国の水産加工品の 2割を占める。しかし、年間生産量はこの 10年間コンスタ

ントな右肩下がりを続けている（図 1、ただしこの 1～2年は若干回復）。特にひどいのがカマ

ボコだ。チクワも微減。カマボコの中でも板フリーの揚げカマ・ゆでカマ・風味カマなどは健闘

しているが全体にさえない。原材料であるホッケとスケトウダラの不漁がダメな原因らしい。 

 

 だが、それだけではない。商品改良がされていない。あまりにも工夫が足りず、これはもうヨ

ーグルトやコンビニおにぎりの比ではない…。 

 ならばどうすればいいか。いきなりだがオブラートと薬の話が参考になる。あのぺらぺらした

オブラートは、日本にしかないものらしい。それでフランス人のシェフたちが料理に使うため、

来日すると大量に買っていく。 



 しかし最近はてんでお目にかからない。なぜなら、薬の世界のイノベーションで粉薬が減っ

たからだ。あるものは錠剤に、あるものはカプセル入りへと形を変えた。これは「剤形変更」

（薬業界の専門用語だ）が起きたからだ。薬に限らない。カタチの変更は業界に大きなイノベ

ーションをもたらすことが多い（実はオブラートも液体のものが出てきている）。 

 食品業界でいうと、チーズはこれがうまい。粉になったり扇形になったり、最近はタラとくっつ

けたおつまみなどもある。こんにゃくもよくやっている。ゼリーや刺身になった。食品業界では

多くの商品が他業界の動きをヒントに消費者ニーズにあわせた剤形変更をやっている。 

かまぼこは「板依存症」から脱却せよ 

 ところが、かまぼこはどうだ？いつまでたっても板離れができない。なぜ、あの板にべったり

くっついていなければならないのか？ 

 最近の消費者は、骨のある魚は食べにくいとかの理由で、鮮魚を食べなくなっている。その

一方で、世間では「頭、頭、頭、頭が良くなる～」と喧伝されてきた。だとすれば、かまぼこは、

うまくすると精肉業界におけるソーセージのような強力な地位を確立し得る。なのに、そのチ

ャンスをみすみす逃している。カマボコを見るたび、やればできるはずのダメな息子をじっと見

つめる親の気持ちになる…。 

 かまぼこが抱える問題は「板依存症」に限らない。 

 まずいけないのは、魚業界のヒエラルキーの一番下に自らの身をさっさと置いてしまった点

だ。最上位は、やっぱり生。刺身はエライ。これはまあ仕方がない。その次は焼き魚、そして

煮魚の順である。その後がやっとチクワやカマボコだ。しかし、加工品は本当に最後でいいの

だろうか。 

 実は冷蔵・冷凍技術がないころは、かまぼこは結構偉かった。だから贈答品にもなった。と

ころが、いつの間にか地位が低下し、ついにアイデンティティまで喪失しつつある。だが、魚離

れの今は、再びチャンスだ。今こそ堂々と、「加工品の方が食べやすい」、「俺たちには骨がな

い」、「手も汚れない」と主張したらいい。ちなみに筆者がかつて住んでいた米国メリーランド

州にはクラブケーキ（カニのほぐし肉で作ったケーキ）というおしゃれな料理があった。あれを

ヒントにしたらいい。 

「ジャパニーズ・ミステリアス・ヘルシー・フード」へ 

 そしてニューヨークの寿司店あたりに、日本酒を売り込むが如く、クリスピー・フィッシュ・ケー

キとかいって売ったらいい。能書きも強気でいく。新鮮な魚をあえて加工しているのでエキス



が、旨み（UMAMI！）が凝縮されているとかいうのはどうか（例のカキエキス1粒には新鮮なカ

キ 50個分のエキスが入っているとかいう宣伝、あれをヒントにする？）。カマボコは今こそジャ

パニーズ・ミステリアス・ヘルシー・フードとして売り込むべきだ。 

 ついでに言うと、かまぼこという名前もいまひとつかもしれない。何というか高級感がない。

かまぼこと聞くと、人はてらっとしたあのピンク色、そして体に悪い着色料を思い浮かべる。実

際には高級なかまぼこがあるのに、全体的に安物のイメージができてしまっている（失礼）。と

ころが同じ系統の練り物でも、シンジョウ（真丈）と聞くと、エビシンジョウですかカニシンジョウ

ですかと、急に高級感が増す。 

 さらについでに言うと、魚肉ソーセージという言い方も良くない。「ソーセージと言いたいけれ

ど所詮はたかが安物の魚肉ですから」という卑屈さを感じさせる。ここもいっそ、明石の鯛サラ

ミとか関サバと城下カレイをブレンドしたフィッシュ・ケーキというとか…（以下略）どうだろう？ 

 さらにかまぼこの問題は、独特の調理方法の提案や付け合せ（マリアージュ）がないことで

ある。人々は単に薄く切って、そのまま醤油をつけて食べている。わさびをつける人もいるが、

要はそのまま食べるだけだ。本当にこんなのでいいのかと人を不安にさせる。さらに付け合

せについては、ソーセージにはザワークラウトがあり、ビールもひかえている。ポトフなどのプ

レートメイト（皿の友）もある。しかしかまぼこにはそういう相棒がいない。 

 そのまま食べるだけでいいならいいで、豆腐のようにもっと風に吹かれたり波に乗ったり、挙

げ句には男前を名乗るなどやり様はないのか？かまぼこよ、板にしがみついていないで、た

まには消費者を無理矢理にでも振り向かせろ。そんな中、「江木なうなう」は偉い、実に偉いと

しみじみ思うのだ。 

 そこで、話はもっと身近なうどんへと飛ぶ。 

 うどんは日本人に愛されている食品だ。食べても飽きないメニューの 2位に蕎麦と並んでラ

ンクインしている。生産量も安定している。世代別で見ると若者からの支持はやや低いが、中

高年には人気だ。そして若者もいつまでも若者のままではいない。従ってうどんの未来は明

るい。 

ブランディングがないまま全国ブランドに… 

 さて、都道府県別の消費量を見ると、トップは当然うどん県、もとい香川県。次はなぜか茨

城県。讃岐うどんはブームを超えて我々の食生活に定着しつつある。さぞかし香川県や讃岐

うどんに関わる人々は潤っているだろう…と思いきや、そうでもない。 



 ブームにめざとい新参者やよそ者が、香川県内での讃岐うどんのカジュアルさをそのまま

大都市圏へ持ち込んでビジネスにしてしまった。ビジネスの世界では、地元ではただのカジュ

アルブランドなのに、地元を出た途端高級ブランドとして成功する例には枚挙にいとまがない

にもかかわらず、だ。実にもったいない。悔しいではないか。おまけにその手の讃岐うどんは、

香川の本物の讃岐うどんに比べるとまるでおいしくないから困ったものだ。 

 讃岐うどんは薄幸である。都市部での展開戦略を練る暇も与えられないまま、知名度だけ

が上がった。讃岐うどんは地元では手軽な食べ物、農家の庭先で食べると言われている。そ

のイメージ、つまりどこでも食べられ、かつ安いというイメージが最初から拡散されてしまっ

た。 

 筆者は讃岐うどんほど知名度（の高さ）と地元経済への貢献度（の浅さ）に大きなギャップの

ある食品は珍しいと思う。 

 その点、秋田の稲庭うどんは作戦展開がうまい。単価が高く、見た目もはかなくつるっとして

いる。美味しいだけではない。売り方もうまい。漆器などとのコラボを推し進め、料亭でトリを

飾る定番の 1つにまで成長した。 

 さて、大都市への進出で躓いた讃岐うどんはどうすればいいのか。活路を見出すには、他

の食品に学べばよい。 

なぜうまいのか、サイエンスが欲しい 

 そもそもブランドのカテゴリーがざっくりし過ぎていないか。「讃岐のうどん」というブランドカ

テゴリーは、「九州の焼酎」と同じくらいアバウトだ。九州の焼酎の場合、安い物があれば高い

物もあり、原料も芋や麦と多彩だ。そこでそれぞれの商品が独自のブランディングをしている。

これにならって讃岐も地域をさらに区分（ブランド化）するなり、特徴を際立たせるなりしたらど

うか。 

 もうひとつの問題は、サイエンスがないことだ。なぜ讃岐うどんはうまいのか、なぜこの出汁

と合わせるといいのか、分析と説明とウンチクがほしい。なぜ天ぷらやおでんと共に食すると

いいのか。科学的裏付けもほしい。多少無理矢理でもこれがあるとないとでは大違いだ。ワイ

ンの格付けを見るがいい。 

 さらに、讃岐うどんの問題をあげれば、これはカマボコと同じだが、マリアージュの提案がな

い。「すうどんが一番だ」とか「生じょうゆとショウガでつるっと食べるのが通だ」とか言っていて

はダメだ。日本酒の○○と合うとか何かないのか。 



 ここまで検証してきたら、どうやら見えてきた。かまぼこと讃岐うどんは、本気のブランディン

グとグローバル化への野心に欠けているのだ。さて、実はこうしたかまぼこが直面する問題

は日本酒にも共通する。つまり、日本酒、讃岐うどん、かまぼこというニッポンの優等生がじ

わじわと没落している。彼らはかつて成功したが故に、おそらく変われていない。 

 だが手本はいくらでもある。たとえば焼酎、そば、豆腐である。すでに豆腐やそばはヘルシ

ー・コンシャスな人々から多大な支持を得ている。また焼酎も元々は日本酒に比べるとマイナ

ーかつ地味な存在だった。ところがいつの間にかブランドが立ち、あっという間に国民の酒に

なった。 

 ここで、日本人の食への覚醒ぶりをロジカルフレームワークで解説したい（図 2）。もともと外

来種だったのに日本人の暮らしにすっかりなじんだ物が〈ビール・ラーメン・ソーセージ〉の 3つ

である。これらはドイツや中国に何か言われても、もはや立派な日本食である。 

 
 戦後の日本で、〈ワイン・スパゲッティ・チーズ〉がブレイクした。こう書くだけで、地中海を渡

る風が感じられる。これらは日本人の食卓ではいわゆる舶来品、「お客さん」的ステータスを

占める。 

何から何までエラそうなそば 

 以上が図 2の下半分でこれは輸入品の定着のパターンである。これに対して、図の上半分

には日本に古くから根付いてきた伝統食品を並べた。まず〈焼酎・そば・豆腐〉だが、これらは

米が採れずに必ずしも土地が豊かではない地方で独自の食文化を形成してきた。そして江

戸時代になってやっと開けた偉大なる田舎、つまり東京などで特に近年、大事にされ始めて

いる。 



 ちなみに筆者にとってそばは、得体の知れない食べ物である。あんなもの、つゆの味しかし

ない。なのに、のどごしだのなんだのマニアが多い。のどごしなんて文字通り味わったことに

ならない。全くロジカルじゃない。そもそもそばは小麦の採れない痩せた土地の救荒作物だっ

たはずだ（と大阪では幼少の頃教えられたが…）。なのに、何から何まで偉そうだ。 

 実に腹立たしい。これと同様に清酒業界の方々も焼酎に対しては複雑な気分でおられるの

ではないか。いつの間にか本格焼酎なるものが出てきてブームになった。清酒業界として舶

来のワインやビールとはもともと戦うつもりはない。しかし国内の格下というか枠外の地酒の

はずの焼酎に客を奪われるのは心外だろう。 

 ここで再び図 2を見ていただきたい。〈日本酒、讃岐うどん、カマボコ〉の 3つはもともとメジャ

ーだった。ところが今や〈焼酎、そば、豆腐〉に負け続けている。戦前舶来モノの〈ビール、ラー

メン、ソーセージ〉とは棲み分けてきた。戦後になっても〈ワイン、スパゲティ、チーズ〉と直接対

決することはなかった。ところが〈焼酎、そば、豆腐〉は〈ワイン、スパゲティ、チーズ〉のノウハ

ウを真似て売り上げを伸ばしてきた。これは不文律を破る行為ではないか…と嘆いてみても

手遅れだ。 

家電メーカーの愚痴にも似ている！？ 

 そして、こんな弱音はあのサムソンや LGに負けた日本の家電メーカーの愚痴に似ているな

あとふと思う。そうだ、〈日本酒、讃岐うどん、カマボコ〉の負けっぷりは、日本的なるもの、日

本の本質の負けっぷりを象徴している。 

 だとすれば逆に、これらが力を得てニューヨークの高い寿司屋で重宝される日が来れば、日

本は再生するのではないか。そう、世界で〈日本酒、讃岐うどん、かまぼこ〉が売れてこそ、つ

いに本来のクール・ジャパンが成功したといえるのだ。 

（構成：片瀬京子） 

（注）なお、このレポートの執筆にあたっては慶應SFCキャンパスの上山研究会（経営戦略ゼミ）で 2007年秋

学期に行った「カマボコ市場分析チーム」（川嶋奏輔、久保田彩香、鈴木結美子）及び「讃岐うどん市場分析

チーム」（中野亜耶、守屋茂樹、槙田裕、馬越初美）の成果を参考にした。 
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「ホリエモンラジオ」が日本を変える 

日本人よ、ラジオを“音声ブログ”化せよ！ 

2013年 10月 3日（木）  上山 信一  

 

 

 筆者が少年の頃は、夜、寝床でラジオを聞こうとすると、お目当ての放送を邪魔するように、

北京放送（1044kHz）、平壌放送（主に 621kHz）、モスクワ放送（1251kHz・当時）などが聞こえ

てきた。無論日本語だ。迷惑この上ないと思っていたのは最初だけ。だんだんと、その奇天烈

な内容に夢中になっていった。 

 「巨大独占資本の横暴」「米国の覇権支配」「日帝打倒」などなど、少年期の私は社会科学

の入門編を社会主義国から飛んでくる電波で学んだ。 

深夜のラジオでサヨクになった 

 これらの放送局が言っていることは、実は「政府はアホや、だまされたらあかん」とくだを巻

いていた近所の大阪のおっちゃんたちの主張と一致していた。身近なおっちゃんと異国のラ

ジオのお姉さんが同じことを言っている！…これすなわち世界の真実なり、とナイーブな少年

だった私が心情的左翼になるのは当然の成り行きだった。その延長でやがて私は“京大サヨ

ク”に憧れ、勉学に励むようになり、長じて大人になっても改革だの維新だのにかかわるのだ

から、ラジオの影響力はバカにならない。 

 さて、今日の本題はサヨクから転向した私の人生ではない。ラジオ業界のビジネスモデルで

ある。 

ラジオ、ウイスキー、ノートは日本の３大衰退産業  



 ラジオ業界の売上げは、2000年に 2505億円だったのが 2011年には 1463億円にまで下が

った。やっと昨年下げ止まったが、ずっと縮み続けてきた。 

【図 1】地上波民放ラジオ営業収入（億円） 

 
（社）日本民間放送連盟編「日本民間放送年鑑」各年版、「2012年度のテレビ、ラジオ営業収入見通し」およ

び（株）放送ジャーナル社「週刊テレビ研究」2012年 7月 30日付を基に作成 

 この衰退ぶりは、ノートやウイスキーにも似ている。我が国のウイスキーの販売量がピーク

を迎えたのは 1983年（38.3万キロリットル）。それが今は 5分の 1近く（7.3万キロリットル）に

激減した。昨今、サントリーが仕掛けたハイボールがブームとなり、やっと下げ止まった。 

 ノートも同じだ。ずっと縮小を続け、今や 200億円強の市場だ。やっと 2008年頃から社会人

が手帳代わり、本代わりに使うという需要を掘り起こし下げ止まった。 

 ラジオ、ウイスキー、ノートはいわば日本の３大衰退産業である。しかし、決してその需要は

なくならない。そしていずれも近年、少しずつ持ち直してきている。すばらしい。折しもアベノミ

クスで日本株も少し持ち直してきている。日本再生のかすかな兆しがここにも表れている（…

と信じたい）。だがこの程度で満足していてはいけない。たとえば我が国の GDP（国内総生産）

にラジオ産業が占める比率は米国の約４分の１、ドイツ・台湾の３分の１でしかない。まだまだ

伸びしろがあるはずだ。 

 伸び悩みの原因は、筆者は、ラジオ業界人が生真面目すぎる点にあるように思う。つまり、

「電波は社会の公器であり、報道機関の体裁を守らねばならない」という「思い込み」がじゃま

をしているのではないか。確かに、大衆に届くメディアが少なかった時代には、そうだった。思

い込みではなく、それは報道にかかわる者に必要な「矜持」であった。だがひょっとして、ラジ

オはもはやそういう存在ではないのではないか。もっと気軽に人々に語りかける、もっと気さく

な存在であってもよいのではないか。 



ラジオは布教や教育のために生まれた 

 ここでラジオの沿革と特性をみてみよう。 

 日本のラジオ放送のスタートは、大正時代。やがて 1950年には民間放送も始まるが、目的

を布教や教育とするものが多かった。例えばこの頃に誕生した文化放送（1134kHz）は、聖パ

ウロ修道会が 1951年に免許を取得して始まった（現在も筆頭株主）。また TOKYO FM

（80.0MHz）は、東海大学が遠隔地教育を目的に開設したのがルーツだ。 

 そして実際、ラジオは布教・教育で威力を発揮してきたように思う。先ほどは北京放送が少

年期の私に与えた影響について語ったが、もっと分かりやすいのは、あの名パーソナリティの

中村鋭一氏の存在だ。40代半ばより上の大阪人がみんな六甲おろしをちゃんと歌えるのは、

彼が朝日放送（1008kHz）の番組「おはようパーソナリティ中村鋭一です」で繰り広げた、阪神

タイガースが勝った翌朝は、必ずそれを熱唱するという渾身の布教活動のたまものである。

あの勢いはすごかった。もしもあの番組が全国ネットだったら、一億総虎キチ化計画が完遂し

たかもしれない。 

 中村鋭一氏の例だけでなく、ラジオ番組にはパーソナリティの個人名を冠するものが多い。

このことが物語るように、ラジオはマスコミ（マス向けコミュニケーション）のひとつだが、その

本質はパーソナルなメディアである（もちろん放送は国の免許事業だから、立場上は公共のメ

ディアなのだが）。 

 平日朝から夕方にかけての AM ラジオを実際に聞いてみて欲しい。公共的といえるのは、

NHK第 1（594kHzなど）の定時ニュースくらいだ。それ以外は、音楽を除けばパーソナリティの

極めて個人的なおしゃべりで埋め尽くされていると言っていい（ちょっと誇張表現）。 

ラジオのリスナーは浮気をしない 

 しかも聴取者はそのおしゃべりを浮気することなくじっと聞いている。ラジオはテレビに比べ

ると、番組の途中での他局への切り替えが少ない。テレビでいうザッピングやネットのサーフィ

ンのような浮気をあまりしない。 

 ラジオのリスナーはなぜ局を切り替えないのか。仕事から手が離せないのだ。熱心なラジオ

のリスナーの多くは主婦やお針子さん、魚を下ろし続ける魚屋さん、床屋さん、アイロンをか

け続けるクリーニング屋さん、運転手など文字通り手が離せない人々が多い。 

 ホワイトカラーみたいに仕事のフリをしながらネットサーフィンをする余裕もない。だからラジ

オを、そして一局を、ずっと聞き続ける。そして「またこの人こんなことを言ってる！」と笑ったり、



リスナーからの手紙に共感したり、しんみりしたりしながら、友達との会話に耳を傾けるように

話を楽しんでいる。 

【図 2】ラジオリスナーの聴取スタイル 

 

出典：（株）ビデオリサーチ 2011年 4月度 首都圏ラジオ調査より 

 これもあって、ラジオはテレビやネットよりも通販番組の打率が高いそうだ。物が売れる比率

が高く、返品の比率も低い。なぜなら、リスナーは、毎日ずっと耳にし、好感を持っているパー

ソナリティに愛着を覚えている。その彼(彼女)が「使って良かった」と言うものなら、きっといい

商品なんだろうと素直に受け止めやすい。 

音声ブログ化するラジオ 

 ラジオの本質がパーソナルなメディアであり、人々もそれを受け入れている。ならば、ラジオ

局はこの際、タテマエとしての公器性を思い切って捨てたらどうか。かつては電波は希少で有

限で、影響力の大きな社会の公器だった。しかし、今や FMもあり、ネットラジオもあり、そして

言うまでもなくテレビがある。ラジオ局の公器性は相対的に薄れ、むしろ“音声ブログ”化しつ

つある。ならば、それに合わせて役割、ミッションを書き換えるべきではないか。 

 時代の変化に合わせてミッションを書き換えて再生した例に、米国のミュージアムがある。

かつてのミュージアムは、作品と入場者（個人）が静かに対峙する（あるいは、すべき）場だっ

た。しかし今は違う。友人同士や家族連れが「うわー、きれい」「何だろう、これ」などと、他愛

のない会話を交わす場所に変わってきている。そこで、家族の対話や思い出作りをミッション

として掲げるミュージアムが増えている。 



 同じく衰退産業のウイスキーは、ロックではなくソーダに割られることを受け入れ、復活しつ

つある。ラジオ局も自らのミッションを書き換え、番組だけでなくもはや局全体を個人、パーソ

ナルのカラーで装う方が魅力的になるのではないか。 

 もちろん、すべてがそうなるべきだと言っているわけではない。専門チャンネル（例・ラジオ

NIKKEI＝3.925MHzなど）のような例外もあってよい…。という、明らかに唐突な一文をはさん

で本題に戻る。 

 さて、どんなパーソナリティにラジオ局の“音声ブログ化”、いや“私物化”を託すべきかとい

うと、例えばホリエモンである。あの過激なインターネットの人こそ、あえてラジオ局を持つの

がよい。 

 彼はかつて、テレビ局を買おうとし、その手段としてラジオ局を買おうとした。だがラジオ局だ

けでなく本当はテレビ局を手に入れたいとなったものだから、話がややこしくなった。その結果、

残念なことにインターネット資本によってラジオ産業を再生する芽は摘まれた（※個人の感想

です）。 

インターネットはメディアとしての信用度が低い 

 いやいや、インターネットこそ十分にパーソナルなメディアだ。あれで十分だろうという人は

見識が足りない。 

 すでに指摘したとおり、ラジオに親しむ人々の多くは、ネットをしながら仕事をする環境にな

い。それに、インターネットは本当の発信者が誰かわからない。メディアとしての信用度が低

いのだ。たとえば筆者がどれだけこのコラムの執筆に心血を注いでいても、「実際は、上山さ

んのところのゼミ生が書いているんでしょ」などと言われる。とんでもない。うちのゼミ生はもっ

と理性的な文章を書く。 

 したがって、インターネットは人々の意識の表層にしかアピールしない。だからインターネット

は本質的な意味において、日本人の意識を変えない（と思う）。 

 翻って、アナログなラジオには、実は日本を変える潜在能力がある。毎日ユーザーにささや

き、いつの間にか考え方を変えてしまう。そしてそこではパーソナリティ、個性が大きな役割を

果たす。「政府や企業のいうことは信用できないが、○○さんなら信用する」という人は多いの

だから。 

 おまけにラジオはもともと布教と教育のメディアなのだ。まさに原点回帰である。さあ、勇気

あるラジオ関係者よ、ホリエモンに言いたい放題に話してもらおう。そしてネット関連企業に広



告を出稿してもらおう。ほかにも例えば孫さんはどうか。あるいは坂本龍一や村上春樹、勝間

和代さんがプロデュースする局なんかもいい。 

 聞きたくない人は聞かなくて結構というスタンスは今と同じでよい。何となく聞き続けている

人が、パーソナリティに感化されていくのも同じだ。 

ラジオ関係者は、アクの強い番組をどんどん作れ！ 

 そして、おそらくホリエモンラジオや勝間ラジオを聞いている人たちはだんだんと革新的にな

っていく。少年の頃の私のように「資本家の搾取はおかしい」とか、社会に対する問題意識に

目覚める若者たちが増えてくるのではないか。 

 革命はラジオから興る。歴史はラジオが作るのだ。聞け、万国の労働者たちよ。ラジオ関係

者は使命感を持ってイノベーションを起こし、聞かれるにふさわしく、かつパーソナル色の濃

い番組を作ろう。手本はかつての某人民民主主義国家の教宣放送にある（！？）。 

（構成：片瀬京子） 

（注）なお、このレポートの執筆にあたっては慶應SFCキャンパスの上山研究会（経営戦略ゼミ）で 2009年春

学期に行った「ラジオビジネス分析チーム」（田村修己、横田真人、富田剛史、鈴木恭佑）の成果を参考にし

た。 

 

 

 

上山信一ゼミの すぐそこにあるブルーオーシャンを探せ 



 

 

駅の売り場は「駅ナカ」だけではない 

駅をヒントに街の小売りの次のモデルを作ろう 

2013年 10月 10日（木）  上山 信一  

 

 

 今回は小売りの話である。この分野は語り尽くされた感がある。いわゆる事情通を自任する

人も多い。だが正直申し上げて、何を読んでも物足りない。年がら年中、「これからの百貨店

はいよいよ大変だ」と「○○モールに話題の新業態が出現」という話ばかりではないか。はっ

きり言って掘り下げが足りない。そこで今回は、小売りの業態はどのように進化するか、という

本質論に挑戦してみたい。 

米国ウォッチは薄っぺらい 

 我が国に氾濫する小売り論が薄っぺらく見えるのは、米国のトレンドウォッチを基軸に据え

るからだろう。わが国の小売業は確かに米国の模倣が多かった。スーパーマーケットしかり、

コンビニしかり。米国で起きたことの何割かは、数年後、日本でも起きてきた。しかし、それだ

けではないはずだ。また、そうでないものを創っていくのがプロの仕事ではないか。 

 ちなみに私はやたら「米国では」を連発する輩を“出羽の神”と揶揄し、バカにしている（もち

ろん自戒の念も込めつつだ…実は私が手掛ける航空や行政改革にもその傾向がある。LCC

（格安航空会社）だの規制緩和だの道州制だの、米国出羽の神が大活躍である）。 

 ところで、なぜアメリカの小売業では次々に新業態が生まれるのか。広大な土地がある。古

い店舗を捨てて新店舗の実験がしやすいからだ。また、お客も少々遠くても車で新しい店に

来てくれる。かくして車の存在を前提に業態が開発されてきた。現に米国の大手小売りチェー



ンは、大型モールの中、もしくはロードサイドに大型店を構えている。扱っているものが何であ

れ、太い道路から大きな駐車場を持つ大きな店舗に車で乗り付け、大きなパッケージに入っ

たいろいろなモノを購入するというスタイルが基本だ。 

 たしかにあれは豪快で楽しい。日本でもイオンモールやフォレストモール、そして全国各地

のロードサイドで同じビジネスモデルが成り立っている。しかし、移民によって人口が伸び続

ける米国の郊外住宅地と日本では事情が異なる。日本はこれからますます高齢化する。広

大な駐車場から各店舗まで歩くだけでくたびれるような米国のモールの真似は長続きしない

だろう（もちろん日本でも地方都市や首都圏では米国と同じ現象がしばらくは続くが）。 

日本では駅をウォッチせよ 

 さて、米国ウォッチを卒業するとなると、何をヒントに新業態を考えればよいのか。日本の場

合、車よりも電車に注目したい。日本では交通インフラとして鉄道がまだまだ力を持つ。昔か

ら駅前に商店街ができ、百貨店も駅ターミナルに育った。そして今も駅ナカが発展中だ。そう

なのだ。米国追従でないこれからの日本の小売りのビジネスモデルを考えるのならば、駅に

注目すべきだ。鉄道を中心にわが国の小売りの歴史をもう一度振り返ってみる。そこに次へ

のヒントが見いだせるのではないか。 

 かつて駅前には商店街が広がっていた。一方、駅構内にはキヨスクと立ち食い蕎麦、駅弁

売りくらいしかなかった。その駅ナカに、今や多種多様な店が並んでいる。中には街中にはあ

まり存在せず、駅ナカでの営業が中心という業態もある。たとえば、QBハウスやスープストッ

クトーキョーがそうである。いずれも機能をつきつめてみると、床屋であり、早めしの定食屋に

すぎない（失礼）。だが、とにかくおしゃれで便利で人気がある。 

 床屋も早めし定食屋もかつては駅前の商店街に必ずあった。それが駅ナカにやってきた。

駅ではお客たちが時間に追われ、忙しそうに走り去る。そんな場所で商いをするために彼ら

は業態を進化させた。QBハウスは 10分で髪を切り、シャンプーはせず掃除機のようなもので

切った毛を吸い取る。またスープストックは、栄養があって早く食べられておしゃれなものとし

て、流動食のあのスープに至った。「シャンプーやブローに時間をかけてる場合じゃないよな」

「ジュワジュワとトンカツ揚げてる場合じゃないよな」と己を分析し、新しい業態を編み出したの

である。素晴らしいイノベーションだ。 

駅ナカは新業態の実験場 



 その後、書店や下着屋や靴屋も駅前の商店街から駅に引っ越し始めた。それぞれが狭小

の駅構内の立地向け、忙しい人向けの業態を開発した。あるいは駅ナカならではの全く新し

い業態も生まれた。女子向けのアクセサリーショップやジュースバーなどが典型だ。現在の駅

ナカの盛り上がりは、このように駅前の商店街のお店が駅の中に引っ越し、進化、あるいは

突然変異したものと受け止めるべきである。 

 というわけで、これからの日本の小売りの新業態を考えるヒントは、ロードサイドよりも駅ナ

カに求めたい。 

 ちなみに駅ナカのビジネスモデルは丸ごと輸出できる可能性もある。モータリゼーションの

国・アメリカが、セブン-イレブンやウォルマート・ストアーズのようなロードサイド店を輸出した

ように、鉄道の国日本は「駅ナカモデル」を開発し、米作が盛んなアジア地域に輸出すべきだ。

なぜなら米を食べる地域は人口密度が高い。人口密度が高いところで都市化が起きると、大

量の交通量が発生し、道路では間に合わない。鉄道が通勤通学に使われることが多い。 

これからのターミナルは駅からパソコン端末へ 

 ところで、これからの小売りの新業態を考える基点は駅、鉄道だけでいいのか。いや、もう 1

つある。そう、パソコン、インターネットである。私たちが手にする端末は駅に相当する（いみじ

くもどちらも“ターミナル”と呼ばれる）。そしてターミナル百貨店に相当するのは画面の中のア

マゾンや楽天である。彼らは百貨店の進化型である。20世紀初頭に街中に店を構えていた

呉服屋はやがて駅ターミナルに立地し、百貨店に進化した。それが今はネットモールに進化

しつつあるのだ。 

集積型モールの進化 

 



 ところで百貨店もネットモールも編集・集積型モールであって、単なる商店街、つまり雑多な

店の集積ではないところがミソである。すなわち、同業の競合するテナントが同一フロアに集

まり（紳士服売り場など）、かつ、異業種のテナントが同一ビルに集まっている（各階ごとにい

ろいろな商品があり、全館回ればすべて揃う）。今後もこうした編集・集積型モールはネット上

でも地面の上（リアル）でも存在し続けるだろう。しかし、これからはモノのジャンルに沿った業

態の編集は崩れていくだろう。たとえばアマゾンでは本だけでなく家具や食品も売っている。 

物のくくりより生活のくくりで業態をつくる 

 なぜこうなるかというと、昔と違って今はモノが余り、逆に人々の時間とお金が足りない。こ

れからの新業態は人々の時間軸、経済力に合わせて進化していく。さきほどの例のように、

忙しいから駅ナカで電車を待つ間に食事をすませ、床屋に行く。ティッシュや洗剤は今やドラ

ッグストアでもディスカウントストアでもホームセンターでも売っている。これは他の店に行くの

が面倒だからホームセンターで家具を買うついでにティッシュを買う人がいるからだ。そして家

電量販店のビックカメラはドンキホーテ化し、ビタミン剤なども扱っている。 

 このように○○屋というくくりはどんどん崩れていく。100円ショップ（価格）やファストフード

（時間）だけでなく、人間の生活の様々な局面をとらえた業態が出てくるだろう。 

駅前商店街への処方箋 

 こうしたことが先駆的に起きているのが駅ナカなのである。ところで、このような駅ナカで起

きていることをヒントに、いわゆる駅前のシャッター通りの商店街の再生策が考えられないか。

結論から言えば、靴屋や金物屋、時計屋、喫茶店といった今までの業種のままでは生き残れ

ないだろう。酒屋がコンビニに変わるのは典型だが、ほかにもいろいろある。調剤薬局や携帯

ショップに転換する店が増えるだろう。 

 あるいは同じ業種でもやり方をがらりと変える。たとえば駅前商店街のクリーニング屋さん。

多くが朝 9時から開店となっているが、それでいいのか。通勤通学する人たちのニーズに対

応するなら、朝 6時から開けるべきだ。そして 11時頃まではたくさんの店員をそろえてわずか

数秒で洗濯物を受け入れる。そして同日の夕方 4時から深夜には近所のコンビニで受け取り

ができるようにする。あるいは土日にまとめて米や酒、ミネラルウォーターとセットで宅配する。

こんな新業態が考えられないだろうか。こうした方法は調剤薬局や靴の修理などにも応用で

きる。駅前商店街は実は駅への通路である。駅ナカならぬ駅ソトとしてのニーズがある。忙し

い、そして待たされるのが嫌な人向けのビジネスを考えたい。 



通勤経路外では個人商店主に商機 

 通勤経路から外れたところはどうするか。これはたとえばインテリア、家具やスポーツ用品

など土日や平日の夜だけ開く趣味の店がいい。最近の若者たちは商品の選択を自分でする。

ならば思い切り店主個人の目利きのセンスでやるセレクトショップはどうか。商品に対する本

人の思想、好みやこだわりを店頭に表現し、自分の好きな物だけを集めたと宣言する。そして、

「私と話しませんか。遊びに来て下さい」と訴える。 

 これは実はアマゾンや楽天とは真逆の行き方（生き方）である。テキがデジタル、ハイテクな

らこっちはアナログ、ハイタッチでいくのである。このことは実は先ほどの図の右端からさらに

右にいくと実は左端の呉服店に再び行き当たるという事である。まさに歴史は繰り返すので

ある。こういう店では慇懃無礼な正札販売、定価販売はやめる。気に入った客にはおまけの

連発。金持ち老人には高く、若者には安く売るのもアリかもしれない。こうしてみると個人商店

主ほど面白い仕事はない。21世紀の小売業のブルーオーシャンはインターネットの海だけで

はない。路地裏でオヤジが始めた趣味の店の前にも広がっているのである。 

（構成：片瀬京子） 

（注）なお、このレポートの執筆にあたっては慶應SFCキャンパスの上山研究会（経営戦略ゼミ）で 2009年秋

学期に行った「小売り業界チーム」（横田真人、杉本直也、新林宏彦、松本静香、富田剛史、鈴木恭佑）の成

果を参考にした。 

 

 

 

上山信一ゼミの すぐそこにあるブルーオーシャンを探せ 

朝食市場、美容市場、ヨーグルト市場…。身近すぎてありふれた商品の市場も、冷静に分析

して見方を変えると、イノベーションの芽が隠れている。上山信一ゼミが真剣勝負で分析した、

ニッポンの「レッドオーシャン」に隠れた「ブルーオーシャン」を見つけ出すアイデアを紹介。 

 



 

 

「航空業界のブルーオーシャン」は、地面

にある 

地方空港は、中途半端な民営化よりも地方移管が先決 

2013年 10月 17日（木）  上山 信一  

 

 

 今回はいきなり読者の皆さんに質問である。「ニッポンの空にある青い海（ブルーオーシャン）

って何だ？」。そう、LCC（格安航空会社）である。だが空の産業は航空業（約 2兆円）だけで

はない。空港ビジネス（約 8000億円）がある。こちらでは国が管理する 19の空港の民営化

（運営権の売却＝コンセッション）が期待を集める。だがこの 2つは本当に日本の空のブルー

オーシャン（いやブルースカイ？）なのか。 

航空はホテル、空港はオフィスビルと同じビジネスモデル 

 この連載では、これまで生活に身近な産業のビジネスモデルを扱ってきたが、航空・空港業

界は一般生活になじみが薄い。航空会社のビジネスモデルはホテル業の延長で考えるとよ

い。飛行機は装置産業で、ホテルと同じく、立地（路線）と稼働率が肝だ。航空会社は所詮は

似たような機材とダイヤで人や荷物を運ぶ。そのため企業間の差があまりなく、ブランド戦略

が大事だ。 

 一方、空港ビジネスは貸しビル業に似ている。空港＝ビル、航空会社（飛行機）＝テナントと

考えればよい。テナントが来なけりゃビルはただの箱だ。同様に空港もただの広場である。そ

してテナント（航空会社）さえ確保したら食堂や売店も成り立つ。こう考えるとちょっと身近なビ

ジネスに見えてくる。荒っぽい整理だが先を急ぐ。 



LCCは、空飛ぶ“東横イン” 

 まずは LCCについて考える。航空業界は世界的には成長しているが競争が激しく、この 20

年ほどは先進国の名門大手（いわゆるレガシー・エアライン）が次々に倒産、合併、再生を繰

り広げてきた。KLM とエアフランスが経営統合し、さらにアリタリア航空に出資といった具合だ。

元気なのは新興国系、中東系（エミレーツ航空など）だけ。先進国では、国境を越えた再編が

続く典型的なレッドオーシャン業界だ。JALの破綻はその意味で世界的な潮流に沿ったものと

もいえる。 

 そこに 10数年前からサウスウエスト航空（米国）やライアンエアー（欧州）などの LCCが参

入し、主要都市周辺の低コスト空港を使った安売りビジネスを始めた。競合はレガシーではな

く長距離バスである。そんな LCCはじわじわ伸びて現在、欧米で約 3割のシェアを獲得してい

る。 

 LCCは 2年前から日本にも本格的に出現した。なかでも関空拠点のピーチエアラインが好

調だ。しかし、LCCのシェアは日本ではわずか数パーセントにすぎない。成田を拠点とする

LCCは冴えず、羽田拠点はなきに等しい。羽田は発着枠が足りない。また成田も羽田もレガ

シーの拠点でもともと LCCに向かない。 

 首都圏にはほかに適当な空港がなく、結果的に日本では LCCは地方でしか成り立たない。

なぜ、こうなのか。人口密集地では空港用地が確保しにくいという問題だけではない。LCC用

の空港が作られる以前に東京と大阪の 4大空港がうまく経営されていない。そんな中でそも

そも LCC用の空港ができる環境にない。 

問題だらけの東京・大阪の 4大空港 

 わが国の 4大空港（羽田、成田、伊丹、関西）は、いずれも立地問題（都心から遠い、あるい

は逆に近いが故の騒音問題など）や発着能力不足の問題を抱える。しかも長らく国策で「原

則として伊丹と羽田は国内線。成田と関空（関西空港）は国際線」とすみ分けてきた。地元対

策を経済原則よりも優先した。しかし、これでは不便なので地方空港から韓国・仁川経由で欧

米に渡航する人が増えた。最近やっと羽田が国際化し、成田の国内路線（新潟行きなど）も

拡充したが、もはや手遅れだ。もし 4大空港が欧米のように早くから自律経営が可能な一流

の民営空港になっていたら、こんな戦略ミスは犯さなかっただろう（詳しくはあとで）。 



 4大空港の状況はそれぞれに違う。しかしいずれも中途半端な「形だけの民営化」をしたた

め、およそ国力に似合わない、競争力を欠いた空港になっている。 

稼ぎ頭だが民営化できない羽田空港 

 まず羽田だ。国が管理する全国 19空港の営業損益の約 6割（1725億円）を稼ぎだす。 

 

注 1）国土交通省が公表している 4つの試算パターンのうち、関係者インタビューなどから最も可能性が高い

と判断したパターン【1】（一般会計財源非配分で空港整備関係歳出含む）で試算 

注 2）滑走路等の営業収益は、着陸料等収入（着陸料、停留料、保安料収入）及び貸付料収入等（空港の土

地・建物の貸付料収入）を合算したもの 

注 3）空港関連事業の収支は、旅客及び貨物ターミナルビル事業者の単体決算並びに当該空港の駐車場

事業者の収支を単純合算したもの 

 

出典：平成 23年 7月 26日「第 8回空港運営のあり方に関する検討会」の資料「平成 21年度国管理空港の

空港別収支及び空港関連事業の収支（試算）」（国交省作成）をもとに新潟市都市政策研究所で試算 

（http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/toshi_ken/ 

report.files/2013.03niigatakuukouno.pdf） 

 ところがここはいまだに国営だ。関係者は「『日本空港ビルディング会社』をご存知ないので

すか。上場もしています」と反論する（というか素人を騙そうとする気配が漂う…）。だが、こう

いう特殊な業態の存在こそが問題だ。空港ビジネスはエアサイドとランドサイドで成り立つ。エ

アサイドとは滑走路、駐機場、管制などで航空会社の使用料でまかなう。こっちは大抵、赤字



だ。ランドサイドはターミナルビル（売店、ホテル、エアライン事務所など）と駐車場で大抵、黒

字だ。空港ビジネスは本来、両方を足して収支バランスをとる。 

羽田は間違った民営化でターミナルビルを喪失 

 ところが羽田の場合、ターミナルビルだけ切り取って民営化した。しかも株式を上場してしま

った。国には地代が入ってくるだけで空港との一体経営は難しい。羽田空港は最大の収入源

を喪失した状態だ。4つの駐車場のうち 2つもこの会社だ（別に不当な手続きを経たわけでは

ないが）。あとの2つは国交省の外郭団体である空港環境整備協会が経営する。羽田空港は

駐車場も一体経営できない。要はランドサイドの収入源をばら売りし、すべて喪失しており、エ

アサイドとランドサイドを一体経営するという空港ビジネスの基本条件が成り立たない。これ

ではまともな空港経営は難しい。 

 どうすべきかというと、政府が何らかの手段（方法論はいろいろあるが秘密）を講じてターミ

ナルビルと駐車場を国がいったん買い戻す。そのうえでランドとエアーをセットで再度、完全

民営化すべきだ。そうしてやっと羽田は、世界の主要空港（トップ 15のうち 4割が民営化）と戦

える経営体制ができる。 

関空は建設当初からの民営化で失敗 

 次に大阪だ。前原誠司・元国交相のもとで関空の巨額債務問題（1兆円超）にやっとめどが

ついた。黒字の伊丹空港を民営化し、債務にあえぐ関西空港と経営統合させたのだ。関空会

社は資産が増え、伊丹分の売り上げが加算され、経営が健全化しつつある。さらに両空港の

運営権を民間企業に売却して債務を減らす予定で来年、公募が始まる。受託企業が主導し、

ターミナルビルの増収策や航空会社の誘致が進むだろう。関空会社はもともと国策企業、伊

丹のターミナルビル会社は地元自治体の第 3セクターで役所体質が抜けなかった。外部の民

間企業の手で一気に改革（本格民営化）が進むだろう。 

 かくして関空と伊丹はようやくまともな経営体制になったのだが、ここまでの道のりは大変だ

った。関空は 1980年代に建設が始まったが、当時は民活一辺倒の時代だった。ふつうは政

府が税金を使ってやるはずの用地の埋め立てを関空会社が民間融資でやった。そのため開

港後は利益が利払いで消える状態が続き、債務が減らない。そこで今回、伊丹との経営統合

となった。政府は建設時に埋め立て費用をケチったため国有財産の伊丹空港を関空会社に

提供することになったわけだ。 



 関空の民営化は時期尚早だった。まずは国が空港建設公団をつくり、開港し、数十年たっ

て黒字化してから民営化すればよかったのである。 

羽田も関空も戦略なき民営化で失敗 

 羽田も関空もいわば民営化の失敗事例である。どちらも一部機能だけを切り取って尚早に

民営化して失敗した。政府が目先の金をケチって無定見な民営化をしたために、大きな損を

出した。関空はその修正に 20年もの歳月を費やした。羽田では民営化による合理化や積極

経営の機を逸したまま、いまだに拡張のために税金がつぎ込まれている（とっくの昔に完全民

営化していれば、JR東海のリニアのように自己資金で拡張できている可能性だってあったは

ずだ）。 

（注）関空会社についてはもうひとつ問題がある。伊丹については運営権を民間に売却しただけでは十分な

収益改善ができない。伊丹のターミナルビルは老朽化し、小型機対応も不十分だ。おそらく移転建替が必要

だが、それに先立ち空港計画の変更やモノレール延伸が必要となる。しかしこれは受託企業の手に余る。国

と自治体の関与が必須だ。この意味で伊丹の民営化は実は未完である（あるいは、未完であるべきだ）。国

は、まだやるべき仕事をやり終えていない。 

 最後になったが成田。これも公団が民間企業になっただけで体質は役所的だ。しかし羽田

と同じく首都圏にあるうえ、独占的地位にあって収入に恵まれている。しかしもっと立派な民

間企業に成長できる可能性がある。本来は、民営化の際に公団を丸ごとどこかの企業（例え

ば不動産、商社、鉄道会社の JV）に売却譲渡すべきだった。 

 わが国の民営化は、80年代に JRや NTTのように歴史と伝統のある巨大な公営企業から

始まった。そこで従来の事業体の経営幹部と社員をそのまま民間企業の役員、社員にした。

成田もその方式をとった。だが本当は経営を丸ごと民間企業に委ねたうえで民営化した海外

の空港オペレーターを雇って近代化を急ぐべきだった。そうすればもっと気の利いた路線誘致

や収益モデルが作れた可能性がある。もしかしたら今頃は成田会社が海外空港の運営で受

託ビジネスをしていたのではないか。この意味で成田の民営化もいまだに不完全な民営化で

ある。 

 以上、大阪、東京の 4大空港についてみてきたが、いずれも中途半端な民営化をしたため

に多大なコストを払ってしまった。 

地方空港は民営化よりも地方移管が先 



 最後に国が管理する 19の空港の民営化に触れておきたい。結論からいうと大まかな方向

性は正しいが、これも成果がでるかどうか疑わしい 

 第 1に現行の収支をみる限り、民営化しても採算が取れる空港はきわめて少ない。そもそも

エアサイドの収支は全国プール制で空港別の数値が不明でコストダウン余地がわからない。 

 第 2に駐車場収入の問題がある。19のうち 15の空港の駐車場は、先述の空港環境整備協

会が管理運営する。この収益を取られたままで地方空港として民営化して経営の自立化を図

れと言われても、困るだろう。 

 

新潟市都市政策研究所「これからの新潟空港のあり方」報告書 

報告書全体はこちら 

（http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/toshi_ken/ 

report.files/2013.03niigatakuukouno.pdf） 

管制官の民営化をせよ 

 第 3に、国の仕事として残る管制業務の問題がある。わが国では航空管制は民営化の対

象外とされてきた。だが海外では米英などで民間企業が管制を行う。フランスでも導入が進

む。民間企業のほうが柔軟な職員の運用ができるし、労務管理に長けていることが多い。安

全に関わるから公務員がやるというのは全くの屁理屈だし、公務員管制官による不祥事が続



発している。新幹線の指令室、原発の運転、そして飛行機の操縦は、民間の社員がやってい

る。管制だけが国家公務員のままでなければならない理由はない。 

 地方空港は 4大空港ほど儲からない。売店やホテル、駐車場の収入にも限界がある。海外

から LCCを誘致するなど以上に述べたようなエアサイドの策が必要となる。 

LCCやコンセッションの手法に惑わされるな 

 今回はやや難しい話になったが、航空産業は防衛や防災にも関連し、政府の関与が避けら

れない。その分、航空も空港も政治や世論を反映した政策や戦略がとられやすい。今日の

LCCや空港コンセッションのブームはそういう風潮の上にある政策である。だが、正しい戦略

は、必ずしも政治や世論が求める方向や、そのときの新手法、新概念からは生まれない。  

 今回の教訓は、一見、ブルーオーシャンに見えるもの（LCCや地方空港のコンセッション）が

実は小さなブルーポンド（池）にしか過ぎない場合があるということである。そしてまた、真のブ

ルーオーシャンに我々が気づいていない場合もあるということを示唆するのではないか。 

（構成：片瀬京子） 

（注）本稿はあくまで大学におけるゼミナール研究の成果をもとにした筆者の個人的見解である。なお、上山

研究会（経営戦略ゼミ）2012 年春学期「LCCチーム」の当時のメンバーは高岡裕樹、吉原夏帆、三股地平、

久野公太郎である。 

 

 

 

上山信一ゼミの すぐそこにあるブルーオーシャンを探せ 

朝食市場、美容市場、ヨーグルト市場…。身近すぎてありふれた商品の市場も、冷静に分析

して見方を変えると、イノベーションの芽が隠れている。上山信一ゼミが真剣勝負で分析した、

ニッポンの「レッドオーシャン」に隠れた「ブルーオーシャン」を見つけ出すアイデアを紹介。 

 
日経ビジネスオンライン会員登録・メール配信 ― このサイトについて ― サイトマッ

プ ― お問い合わせ  



 

 

ニッポンのコメ作りに、成長戦略は向かな

い 

「産業」と「生業」を切り分けよ 

2013年 10月 24日（木）  上山 信一  

 

 

 夏まで青々としていた水田が、実りの季節を迎えている。風が吹くと稲穂が揺れて、まるで

黄金色の海だ。ブルー・オーシャンならぬ、ゴールデン・オーシャンの様相である。遠くの方で

は老夫婦が仲良く畦道を歩いて家路を急ぐ。まさに「美しい国ニッポン」を感じる一瞬である。

この素晴らしい風景はなんとか後世に伝えていきたいものだ。 

コメの面積当たりの生産効率は悪い 

 さて、今回は日本の農業、中でも本丸のコメ作りのビジネスについて考える。 

 日本の農地の約 54％は、稲作に使われている。しかし、コメが食料生産に占める割合は

24％程度でしかない。コメは面積当たりの生産効率が悪く、農作物平均の約 5分の 1でしか

ない。かくして、コメをたくさん作るには、たくさんの農地が必要となる。 

 さて、コメはこのように非効率なのになぜ作り続けられるのか。 

 そこには、極めて合理的な理由がある。 

コメ作りは人手がかからない 



 まず、コメ作りは人手がかからない。たとえば、イチゴ農家の年間労働時間が約 2000時間

であるのに対して、コメ農家は半分以下の 900時間ほどだ。しかも、繁忙期が 4月、5月、9月

に集中しており、ほかの季節はほかの仕事ができる（だから兼業可能なのだ）。 

 しかもコメ作りはハイテク機械化が進んでいる。トラクター、耕耘機、田植機、動力散布機の

ほか、草刈機、コンバイン、乾燥機などいろいろな機械が使える。ここまで機械化が進んだ作

物は、コメ以外に見られない。この点で、コメ作りは石油との相性が非常にいい。「石油一滴、

コメ一粒」かどうかはきちんと計算しないと分からないが、コメは石油なしでは作れない。日本

のコメ農家の仕事の内実は、コメ生産機械のオペレーターなのである。 

 だから、80代でも苗を田植機に乗せる作業以外は自分でできてしまう。担い手の高齢化は

困ったことだが、コメ作りはまことに高齢化時代に向いている。 

水田はさながら植物工場 

 最近、植物工場が話題だが、田んぼはずっと前からもう「植物工場」になっている。米はそこ

で作られる大量生産品なのだ。 

 だが、価格は大きく下がらない。安い輸入品も入ってこない。コメはおよそ 778％の関税に守

られているからである（小数点の打ち忘れではない）。 

 ところが、農家の収入は今も昔も決して多くない。コメ作りは毎年のお金の出入りだけを見る

と、農家にとってはあまり割に合わないビジネスだ。 

P／Lは赤字でも B／Sでは OK 

 ならばなぜ農家はコメを作り続けるのか。 

 かつて新潟県が計算したモデルによると、たとえばコメ 60kgの米価が 1万 4300円に対して、

実質的にかかるコストは 1万 4958円だった（耕作面積 8.5haの場合）。単純に計算すると赤

字だ。自己所有地で地代と家族労働のコストをゼロと見なしても 1万 1500円かかり、もうけは

わずかである。 

 しかし、兼業農家の場合はほかに収入がある、自家消費用が中心という場合も多い。加え

て、毎年の収支は赤字でも、農地を持ち続けているといつかやってくるビッグウェーブを待つ

向きもある。農地を宅地やスーパー、工場用地として売却するのである。 



 さらに農地は相続税をはじめさまざまな税が減免される。もっともそれは耕作放棄地になる

と難しいので、おじいさんは死ぬまで耕し続けることになる。その意味でも米作りは高齢化を

免れないようだ。機材だけでなく、制度も米作りの高齢化を促す要因になっている。 

 ともかくそういうわけで、損益計算書は真っ赤でも、バランスシートだけを信じていれば米作

りは続けられる。そして農地はもしかしたら化ける。日々は儲からなくても、もしかのポテンシ

ャルを捨てられないのは人情だろう。 

 コメ作りのこうした実態は、最近、かなり明らかにされてきた。そこで一部の学者や財界人な

どが、公的資金をつぎ込んで農家を守るのはけしからんと言い出している。しかし、筆者はな

かなかそうも言えないように思う。 

米作はビジネスより生業 

 あえて言ってしまうと、日本のコメ作りは、そもそもビジネスではないのではないか。あれは、

むしろ国土の保全、社会基盤を維持する営みと考えるべきだ。 

 政府がコメ農家への支援をすべて止めたらどうなるか。コメ農家は大赤字でさすがにコメ作

りを止めるだろう。当然、食糧自給率は下がる。加えて、土地が荒れるだろう。セイタカアワダ

チソウが繁殖し、虫が大量発生し、ネズミも増える。そして水田の保水機能も損なわれる。 

 国土と緑、美しい環境を守るためにも、政府はコメ農家を保護している。コメ農家は事実上、

公務員である。その意味では、コメ作りは、ビジネスというよりも生業（せいぎょう）なのだ。 

農家と特定郵便局は同じ 

 ここで注目したいのは、農家が昔からの生業を続けるだけで、実質、公務員としての安定収

入が得られるという仕組みである。この辺は例の特定郵便局の仕組みと似ている。あれも地

元の有力者のヒトと家屋を使った効率的な公務遂行の一形態である。生業かつ公務員…。何

とすばらしいイノベーションだろう。まさにこれこそが先端的な「パブリック・プライベート・パート

ナーシップ（PPP）」のモデルではないか。そうなのだ。青い鳥は実は我が家にいたのである。 

 日本にはこのように、一見、旧弊かつ既得権益の擁護の仕組みに見えるものの、実のとこ

ろ世界の先端をいく、深く考えて作られた素晴らしい仕組みが多々ある。日米安保しかり、公

共事業しかり、終身雇用しかりである。表面だけ見ると既得権益に見えるし、実際そう批判さ

れて当然という弊害がある。しかし、よくよく考えれば、少なくともそれができた当初は国にも



本人にもまわりの人たちにもメリットがあった。特にうまいのは、関係者のやる気やプライド、

面子が保たれる仕組みである。時代にあわせた修正は必要だが、丸ごと変えるほど悪いもの

かどうか。わが国のコメ農家の保護政策もそのひとつではないか。 

 かつて小沢一郎さんが、農家を守ろうとしてさまざまなものをばらまいて、批判されたことが

ある。しかし、彼が守ろうとしていたのは農業の既得権益というよりもニッポンの国土だったの

ではないか。水田を守って、自らの票田を守ろうしたと、いちがいに批判すべきでもないように

思う。米はそもそも関税率 778％の商品であり、しかももともと農家の生業である。こんなもの

を全国一律でビジネスとして成立させようとしてもどだい無理ではないか。 

 もちろん、うまいコメを作ってビジネスにしたいという農家はいるはずだし、いてもらわないと

困る。そして現にそうしつつある農家もいるし、たいへん結構なことだ。 

 コメの産業化は目指すべきだし、私も否定はしない。しかし、全ての農家、全ての地域に同

じ方向を求めるのは無理がある。 

政策を「東」と「西」に分ける 

 なぜなら、コメの製造コストは地域によってまるで異なるからだ。コメの製造コストは、圧倒的

に西高東低だ。最も高い和歌山と、最も低い北海道では、その差は 1.5倍ほどになる。 

 

出典：農林水産省「平成 18年 米生産費」をもとに筆者加工。 

詳しくは http://www.city.niigata.lg.jp/shisei/toshi_ken/ 

report.files/houkokujou-5.pdf を参照。 



 よく知られているように、日本はひとつのようでいて、何事につけ、西日本と東日本ではかな

り違う。コメもそうだ。西日本の水田は、早くから開発されたこともあり、水田も細かく区切られ、

土地や権利関係が複雑だ。大規模化、集約化がやりにくい。 

 一方の東日本は、土地が広大である（あくまで一般論だが）。したがって、機械を入れた大

量生産に向いている。だから効率も良くなる。そして現に生産コストも安い。 

 であるからして、西日本と東日本では、政府のコメ政策も大きく違ってしかるべきだ。 

 ざっくり言ってしまうと、東日本では農業のビジネス化や株式会社化を進めたらいい。土地も

集約化し、少しでも農業が米作ビジネスとして成り立つように誘導する。 

西日本にはヤギ？ 

 一方、西日本は無理をしなくていい。ある程度、国が支援して、農家には国土を守るために

生業としてコメを作ってもらう。その上で、もしも後継者が見当たらないなら、田んぼは静かに

他の用途に転換すればよい。 

 ちなみに土地の荒廃を防ぐにはヤギがよい。ヤギを放牧をして雑草を食んでもらう。ヤギの

乳はアトピーにもよい。ヤギの乳で作ったシェーブルチーズもおいしい。はちみつに合う。ヤギ

放牧は米作りよりも儲かるかもしれない。 

地域別に「産業」と「生業」を区分け 

 要するに、全国一律の農政はよくない。その土地、その時代にあった作物、あるいは家畜を

選べばよい。そしてその見極めは生業としての農業を営む農家と、彼らに寄り添う地元の自

治体に任せていく。東京主導で国家戦略として「米のビジネス化」を全国一律で進めていくの

は無理がある。 

 米作りはビジネスソリューションで強化する「産業」と、そうでない「生業」を切り分ける。その

主体的判断は地元で行う。その体制さえきちんと作ればよい。そう、だからこの分野でも地域

分権、地域主権なのだ。 

（構成：片瀬京子） 



 

 

壊れつつある民主主義をどうするのか 

ギリシャの知恵をメディアが担うべし 

2013年 10月 31日（木）  上山 信一  

 

 

 世の中には関係者がみんな、「あれは行き詰っているなあ」と思っているが、なかなかやめ

るわけにいかないものがある。例えば、マンネリ化した社内運動会、年末の“×△歌合戦”な

どなど…。 

 この辺はたいした実害がないのでまだいいが、最もやっかいなものが「民主主義」である。

昨今の米国議会の混迷ぶりはもとより、最近までのわが国のねじれ国会のていたらくを見る

と、よくいわれる議員の質云々の問題ではなく、そもそも「民主主義」自体が機能しなくなって

いる気がする。もちろん個人の人権を踏みにじる全体主義や独裁の方がいいなんてことはあ

り得ない。法の下の平等や国民主権、基本的人権を保障する民主主義は、やめるわけにい

かないし、やめる意味もない。 

 しかし、それとセットで作られてきた「民主政治」の仕組みは、どうみても制度疲労をきたして

いるのではないか。 

民主主義とは代理人に裏切られる仕組み？ 

 考えてみていただきたい。私たちは自分で払った税金の使い途や社会のあり方にちょっと

口出しするだけでも、ずいぶん面倒な手続きを強いられる。 

 そもそも、自分では国会に行って自由に意見を言えない（マンションの管理組合ならいいが）。

それで、まず代議士を選ぶ。誰が選ばれるかは多数決で決まるので、投じた票が死に票にな



ることも多い。仮に自分が支持する代議士が当選したとしても、その人が全ての法案や予算

案であなたの意見を代弁するとは限らない。仮に代弁してくれたとしても、議会では多数決で

ものが決まる。議論の過程では少数意見に配慮するものの、まあ多数派が押し切る。 

 フランスの思想家アレクシ・ド・トクヴィルは既に 19世紀に「民主政治とは多数者による専制

政治だ」と喝破し、民主主義の限界と欺瞞性を言い当てていた。今の現実はまさにその通り

で、先進国の議会はどこも目先の利害に走る多数派の議員（そして気まぐれな有権者）に振

り回され、迷走している。その結果、政府は、多数者にこびて予算をばらまき、各国の財政は

軒並み赤字に陥っている。 

 私たちはなんとなく「民主主義＝みんなの意見で仲良く決める＝いいこと」と考えがちだ。し

かし民主主義とはむしろ 51：49でかろうじて勝った多数派が 100全てを取ってしまう強烈なレ

バレッジ装置であり、多数派による権力支配の仕組みなのだ。ちなみに自民党が大敗した

2009年の衆院選（比例選）で得た投票率（比例選の 26.73％）とほぼ同じのわずか 27.62％で

政権を得ているのも、ひたすらこの多数決の原理のおかげである。 

 それでも多数者が使命感を持った賢い人々ならばまだよい。現実はどこの国でもその逆の

様相を呈している。人々は愛想をつかし、投票率は下がり続け、優秀な人物が候補者になり

たがらない。かくして現代の民主主義はすっかり行き詰まってしまった。この状態をどう打破

するか。 

ギリシャの民主主義は全く別物 

 今後を考える前に、念のため民主主義の歴史を振り返ってみよう。 

 いうまでもなく民主主義は古代ギリシャで始まった。しかしその民主主義は、直接民主主義

だった。市民たちが熟議に熟議を重ねて結論を出す。必ずしも多数決によらず、役職者をクジ

引きで決めることもあった。大事なのは熟議を重ねるというプロセスであった。なぜそんなに

議論できたかというと、彼らは有閑階級で仕事は奴隷がやっていたからだ。だから、まあ、こ

の時代の直接民主主義は限られた支配者の内輪のルールでしかなかった。だが、とにかくデ

モクラシーはここに由来する。 



 

 やがてギリシャ文明はいったん断絶するわけだが、近代のイギリスで再び間接民主主義の

形で復活する。今度は王に対抗すべく貴族たちが、議会を作って税の使い途や土地の所有

権を主張した。こうして議会は王から少しずつ権力を奪い始め、やがて権力のセンターは議

会に移っていく。かくして議会制民主主義が成立した。 

 間接となった背景には、国が大きいと全員が直接集まって議論できないという物理的な理

由もあった。さらに時代が下り、産業革命を経ると、今度は労働者たちが新興貴族であるブル

ジョアジーに対して権利を主張し始める。おりしも共産主義が広まり、支配層は革命の危険を

感じる。 

民主主義の進化：普通選挙と福祉国家で革命を阻止 

 そこで出てきたのが普通選挙と福祉国家である。労働者の不満のはけ口として、彼らにも

選挙権を与える。そして国家は福祉サービスを提供する。同時に賃金も上げ、彼らの消費を

促す。それがさらに経済を成長させ、体制をいっそう安定させた。こうした構造は冷戦時代に

どんどん強化された。かくしてこの 60年ほどの間に民主主義と資本主義は手をたずさえて発

展し、世界中に広まった。 

 そんなわけで、先進国はどこも間接民主主義のもと、おおむね平和に国内を治めてきた。そ

の余力で、ついに冷戦にも勝ってしまった。しかし、この間接民主主義は実はダマシである。

民主主義は「だってみんなで決めたんだから」「だって多数決だから」と人々を黙らせる。しか



し、さっきの話の通り、多数決の原理だと全くみんなで決めたことにならない。むしろ逆だ。そ

れでも経済が右肩上がりのうちは良かった。為政者は財力にものを言わせてバラまきをし、

有権者も何がしかの利益が得られた。だから誰も文句を言わなかった。だから民主主義は

1950年代から 80年代くらいまでは、一見、機能しているようにみえた。 

 ところが為政者がダマシのテクニックを駆使しすぎると、政治は衆愚政治に陥る。そして大

衆は目先の興味や利益で無責任に票を行使し、もはや為政者がコントロールできない存在に

なっていく。また、みんなが大学にいくようになると、代議士よりもかしこい選挙民がたくさん出

てくる。そして議会がしだいに権威を失う。政府や議員の言うことを素直に聞かない人々が大

量に誕生する。 

 こうして今や民主主義はレッドオーシャンにどっぷりつかり、既存政党はあっぷあっぷだ。い

ったいどうしたら、赤を青にできるのか。 

民主主義の単位を小さくする 

 民主主義を再生する方法の 1は、バック・トゥ・ギリシャだろう。要するに熟議に熟議を重ね

る直接民主制の時代に戻るのだ。日本には古来から寄り合いという風習がある。今でもマン

ションの管理組合では、テーマごとに、熟議を重ねている。熟議のポイントは、“ローカルに”、

“少人数で“、そして“テーマごとに”語ることだ。そして、最後の最後まで我慢し、多数決を決し

て振りかざさないことだ。なぜなら狭い内輪の世界ではケンカをするとあとが気まずくなる。だ

から数で押そうとする勢力には「ちょっと待った」と声を上げる良心的存在が重要だ。 

 現実にはどうするか。なるべく小さな単位で物事を決めるようにする。つまり分権化である。

国から県、県から市町村へ、そして市町村からは中学校くらいの自治組織へと議論と決定の

単位をおろしていく。 

 国政はどうするか。例えば原発の是非、米の保護政策の是非など大きなテーマは国会で考

えるしかない。しかし、その際にも、市民による直接討議の結果を参考にする。たとえば市民

1000人くらいに十分なデータや情報を与えてじっくり議論してもらう。専門家が小グループ別

のワークショップをガイドして、国民の視点に立った論点整理を行い、政策のオプションを用

意する。その上で国会で議論する。 

 大事なテーマについては、国民投票にかける。どの政策オプションがいいか、国民が直接

選べるようにする。 



 繰り返しになるが、ポイントは“テーマごとに”だ。外交は別だが、原発問題、TPP問題、老人

医療保険問題など生々しいテーマほど国民投票にかけていく。結構正しい方向性が出るので

はないか。 

 現代社会においては、もはや代議制民主主義だけでは先鋭的な問題は解決できないので

はないか。何らかの形で直接民主制を取り入れる。その 1つの手法が、国民投票・住民投票

だろう。 

新潟・旧巻町の挑戦 

 ちなみに新潟県にかつて巻町という町があった（現在は新潟市の一部）。ここは日本で初め

て、住民投票によって「我が町に原発は不要」という決断を下した町だ。 

 当初は、町長や議員の反対にあって、原発の賛否を問う住民投票ができなかった。そこで、

95年 2月に住民団体が手作りで住民投票をやった。勝手に投票箱を作り、住民だけで民意を

問うたのである。 

 その結果、投票率は 45％に上り、その有権者の 43％が、原発建設反対に票を投じた。これ

が契機となって、反対運動に火が付き、賛成派の町長のリコールなどを経て、ついに正式な

住民投票を行った。投票率は 89％にも及び、反対派が 61％を占めた。その結果、ついに町

は原発建設をやめると決めたのである。 

 これが日本初の住民投票の誕生の物語である。 

政党の意義の見直し 

 このように身近で大事なテーマについての投票となると、誰もが真剣に考える。すると、多

分あるものが不要になるだろう。懸命な読者諸氏ならもうお気づきだろう…政党だ。 

 政党は、多様な意見をうまく束ねる手段として、人々の生活の知恵から生まれた。政党とい

うグルーピングを経て利害の調整がスムースに進む。だが、その前提は、議員が良識のある

人たちの集まりで、政党内できちんと意見がまとまり、さらに議会で十分に議論をするというこ

とである。その上で多数決に持ち込み決定するという美しい世界だった。 



 ところが今や、議員イコール単なる投票装置（…と揶揄する口の悪い人もいる）。また、同じ

政党に所属するのに党員の意見が異なることも多い。一枚岩でないのだから現代の政党は

機能しにくい。 

 もしかしたら今後は、“テーマごとに”、政党のようなものを作った方がいいのかもしれない。 

メディアの仕事は？ 

 となると、問題は“テーマ”、つまり論点を誰が掘り起こし、そして選択肢を用意するのかであ

る。 

 官僚に任せるのはちょっとまずい。データやアイディアをいくつか出させるのならいいが、彼

らには現状を破壊する力はない。また、自分たちの利益に沿わない案は出してこない。であ

るなら誰か。それは、メディアだろう。 

 そんなもうからない仕事はメディア本体でやるのが難しいというなら、寄付を募って、あるい

は補助金をもらって別法人で NPOを持てばいい。そこでしょっちゅう討論会を開いて、論点整

理をする。そうすれば、国民は再びメディアを信用し、新聞も快く購読するに違いない。そうな

のだ。民主主義のブルーオーシャン化とは、とりもなおさずメディア（含む新聞社）のブルーオ

ーシャン化なのだ。 

（構成：片瀬京子） 

 

 

 

上山信一ゼミの すぐそこにあるブルーオーシャンを探せ 

朝食市場、美容市場、ヨーグルト市場…。身近すぎてありふれた商品の市場も、冷静に分析

して見方を変えると、イノベーションの芽が隠れている。上山信一ゼミが真剣勝負で分析した、

ニッポンの「レッドオーシャン」に隠れた「ブルーオーシャン」を見つけ出すアイデアを紹介。 

 
日経ビジネスオンライン会員登録・メール配信 ― このサイトについて ― サイトマッ

プ ― お問い合わせ  



 

 

日本人よ！秘宝は隠さず、どんどん見せ

よ 

見せて知られてこそ価値がある、「国立日本美術館」の

必然性 

2013年 11月 14日（木）  上山 信一  

 

 

 世の中にハイテクが増えると、人々は逆にハイタッチを求めるようになる。昨今のペットや園

芸のブーム、そしてマッサージやネールサロンなどの癒し系の盛況の背景にはそうした事情

があるように思える。 

ミュージアムは本物、リアルとの出会いの場 

 そしてまた人々はバーチャル、サイバー空間に泳ぎ疲れると、本物、リアルとの出会いを求

めて街に出かける。 

 例えば京都への旅行者はこの数年、前年比で 2～4.5％ずつ増え続けている（大震災の

2011年を除く）。 

 また、身近なリアルとの出会いの場としては、ミュージアム（美術館、博物館など）がある。例

えば世界中の人々がリアルのモナリザやサモトラケのニケに会うために、ルーブル美術館に

やってくる。ルーブルの年間入館者数はなんと 972万人にものぼり、これは世界のミュージア

ムの中でも断トツの 1位だ。もはや巡礼地並みと言っていいだろう。インターネットの発達で、



いつでも世界中の美術品の写真を見ることができる。しかし、手軽に映像で見られるとなると、

逆に本物を見たい気持ちも生まれてくるのだ。 

 新しいミュージアムの建設を機に町が活力を取り戻した例もある。スペインのビルバオとい

う街はかつては造船でにぎわったが、すっかりさびれていた。そこに 1997年、グッゲンハイム

美術館を誘致し、それを機にアートの街に生まれ変わった。 

ネグレクト虐待に遭う日本の公立ミュージアム 

 さて、我が国の場合はどうか。たとえば、金沢 21世紀美術館、大原美術館（倉敷）などは、

コンスタントに全国から人を引き寄せている。その一方で、まるで魅力のない県立や市立の博

物館や美術館があちこちに放置されている。多くは高度成長期にこれといったポリシーもなく

作られ、この 10年ほどの間にばっさり予算が削られ、学芸員も減り、加えて市町村合併など

で存亡の危機にさらされている。館内はまるで時間が止まったような状態だ。 

 そもそも、美術館・博物館は、公立、私立を問わず、よほどのキラーコンテンツを持つか、イ

ベントをやり続けない限り黒字にならない。国内外を問わず、平均でいうと、支出の約 2割分

しか入場料収入ではカバーできない。公立や国立が多いゆえんである。しかし、役所には資

金がなく、もともと深い理解もない。かくして公立館の多くは冷たく突き放され、あたかもネグレ

クト虐待を受けているようである。 

ミュージアムが街を再生する 

 実は私は 2003年に『ミュージアムが都市を再生する』（日経新聞社、稲葉郁子氏と共著）と

いう本を書いた。増刷もし、そこそこ売れたが、今は絶版である（おそらく時代を先取りし過ぎ

て早く出し過ぎた。読んだ人は必ず名著だと誉めてくれるのだが…（笑））。 

 この本では「さえない街、特徴のない街ほどミュージアムに投資せよ。特に現代美術だ」と力

説した。その成功例が金沢 21世紀美術館や三鷹の森ジブリ美術館だろう。いずれも今や地

元を象徴する施設である。それをめがけてよそから人がやってくる。つまりデスティネーション

として確立している。このように、美術館・博物館は、古刹や大学と同じく、その土地のシンボ

ル、そして人々の誇りのよりどころになる可能性を秘めている。 

本当に赤字は悪なのか 



 ミュージアムの経済効果は 3段階で考える。第 1段階は単体の収支だが、これだけだとたい

ていは赤字だ。ミュージアム自体やそれを目的に集まる人がもたらす消費、つまり外部経済

効果も計算に入れるべきだ（第 2段階）。 

 

 実際にそれを計算した例（バージニア、ボストンなど）によると、美術館・博物館は公共事業

よりももっと大きな経済波及効果を地域にもたらす。 

 実際はこれにとどまらない。街に“文化的”あるいは“楽しい”というブランドができてくると、

人材が集まり、彼らを求める企業もやってくる。これを創造都市効果という（第 3段階）。 

雑木林経済を目指す 

 20世紀の経済では、大企業のもとで企業城下町が栄えた。それと同様に 21世紀には美術

館・博物館など文化施設のもとに人が集まり、その周辺にファッション、デザイン、イベントな

どのソフトな産業が育つ。これは大企業依存の「大木型経済」から「雑木林型経済」への移行

ともいえる。この転換の典型例がニューヨークである。かつてはパンナムなど大企業の本社ビ

ルが大木のように並んだ。しかし今やソーホーなどを含むマンハッタン全体が、まるで雑木林

のような魅力的な生態系を形成している（下図）。 



 

 ところでミュージアムはどうやって効率的に人を集めるのか。レストランやイベントの充実も

いいが、王道はもちろん魅力的な展示をすることだ。ところが日本のミュージアムには魅力的

なコレクション、つまりコンテンツが乏しいといわれる。なぜか。 

“見せない文化”を超える 

 西洋美術については、もともと外国のものだから日本国内のミュージアムが自ら保有する数

に限りがある。一方、日本美術は国内にたくさんある。しかし美術館には意外にない。なぜか。

皇室を含む名家や寺社の倉庫に眠っていて表に出てこない。背景には日本独特の“見せな

い文化”、つまり何十年に一度のご開帳の時だけありがたく拝観させる、という出し惜しみの

文化が影響しているように思う。 

 かくしてわが国のミュージアムはコンテンツ不足に悩み、年がら年中ツタンカーメン展だのル

ーブル展だの海外からの巡回イベントに依存して人を集めている。他に方法はないのか？  

 例えば全国の国公立の美術館・博物館の間で、コレクションをお互いにもっと自由に貸し借

りできるようにすればよい。ある公立館では 10年間に所蔵品のわずか 2割くらいしか展示し

ていなかった。いかにももったいない。たとえば NPO法人や公益財団法人の「全国ミュージア

ム連合」（なんだか労組の名前みたいだが）を創る。そこを介して、保険なども整備して、各ミ

ュージアムが常に新しいコレクションを入手（賃借）できるようにする。こうすれば「県立美術館

はいつ行っても同じ、つまんない」というイメージが払拭できるだろう。 



ミュージアムは巡礼地 

 もうひとつの方法は、尖がることだ。アニメなら三鷹の森、麻酔なら神戸（一般の趣味ではな

いが、麻酔博物館がある）、寄生虫なら目黒、という具合にそのテーマのミュージアムなら唯

一無比の存在というものを誘致する。 

 こうなると、巡礼需要が生まれる。特にアニメやジャズのように殿堂的な場が生まれると、そ

の分野で一旗あげたいという若者たちが集まる。また、体系的な展示や研究を行っていくと、

その業界自体のノウハウの充実や地位の向上につながる。大学院なども作られるだろう。こ

うしてその分野のプロを志す人が増えると、ますます巡礼需要が増える。その意味ではネーリ

ストが集う「ネール・ミュージアム」やシェフが集まる「キッチン（台所用品）ミュージアム」、「ボ

ウリング・ミュージアム」などのスポーツ・ミュージアム、あるいは「日経ビジネス・ミュージアム」

もそろそろありえるのではないか。 

 アートについていえば、注目すべきジャンルはやはり現代美術だ。なぜなら、亡くなった作家

に比べると作品はまだ安い。また、作家がまだ生きているので企画や展示に協力してもらえ

る。トークショーなども併催できる。草間彌生、村上隆、奈良美智、会田誠、山口晃など世界

的スターも多いが、日本に帰った時くらいは地元への貢献をしてもらおう。特に若者たち、子

供たちのために作品を見せ、語ってほしい。 

「国立日本美術館」建設の勧め 

 ところで、あまり表に出てこない日本の古典美術はどうやって見せていくのか。 

 我が国には、国立西洋美術館があり、国立科学博物館があり、東京国立博物館がある。と

ころが国立日本美術館はない。日本美術のお宝は、正倉院展や皇居の三の丸尚蔵館の陳

列で一応見せてくれる。だが、あれは何というか。美術館のようでそうでもなく、どちらかという

とお宝の博物館のようだ。 

 おりしもオリンピックである。国立競技場の建替えもいいが、これを機に国立日本美術館を

作れないのだろうか。展示室は和室とする。コレクションは全国の自治体が率先して寺社と名

家から借りてくる。また、地元の骨董屋からこれはというものを買い上げる。買い上げ、供託ど

ちらでもいいから、オリンピックをきっかけに全国から集めてはどうか。 



 ルーブルやエルミタージュがすごいのは、昔の王宮だからだ。国中のお宝を集めていたの

を人民に公開している。同じ理屈だ。国中のお宝を国立日本美術館に集める。そうすれば、

日本美術の厚みを見せられるだろう。あちこちに隠れている日本美術を集めて記録して見せ、

世界にも発信する。そしてオリンピックが終われば全国ミュージアム連合のネットワークでぐる

ぐる回していく。そうすれば、日本食ブームの次には日本美術に関心が集まるのではないか。

こうなってくると、今は高い料金を払って借りている海外の作品もバーター取引で今よりも安く

借りられるようになるのではないか。 

 「隠していないで発信しろ」というのは、日本のありとあらゆる面について言えることだが、特

に美術、ミュージアムの分野はそうだ。その意味で国立日本美術館の構想は、美術から始め

る日本のグローバリゼーションの第一歩でもある。 

（構成：片瀬京子） 

 

 

 

上山信一ゼミの すぐそこにあるブルーオーシャンを探せ 

朝食市場、美容市場、ヨーグルト市場…。身近すぎてありふれた商品の市場も、冷静に分析

して見方を変えると、イノベーションの芽が隠れている。上山信一ゼミが真剣勝負で分析した、

ニッポンの「レッドオーシャン」に隠れた「ブルーオーシャン」を見つけ出すアイデアを紹介。 

 



 

 

これからのお寺は NPOになれ 

21世紀は宗教改革の時代 

2013年 11月 22日（金）  上山 信一  

 

 

 欧州を旅すると教会の数の多さに圧倒されるが、日本の古い町も同じくお寺や神社が多い。

東京・港区でも高層ビルの谷間のあちこちに寺と墓が見える。大阪も同じだ。寺町という一画

に寺院が多数集まる。さらに京都、奈良についてはいうまでもない。 

 さて、昔の人はなぜ神社仏閣や教会に莫大な資金を投じてきたのか。洋の東西を問わず

「祈る」ことが生活の中心に位置していたからだろう。医学のない時代、人々は病気になると

なすすべはなく、ひたすら祈った。赤ん坊や子供たちの多くが成人までに死んだ。人々は死者

を弔っては祈り、貧しさなど人生の労苦からの解放を願っては祈った。 

 多くの現代人にとって祈りは日常のものでなくなっている。そして知らず知らずのうちに物事

をお金に換算して判断しがちだ。まるで貨幣を崇拝するかのごとくだ。だが昔の人にとっては、

経済や貨幣は人生の主たる目的ではなかった。そして、人々はひたすら神と仏に向かって祈

った。こう考えると古都に残る寺社や教会の多さは決して不思議ではない。 

 ちなみに現代人はお寺の代わりに高層オフィスビルをたくさん建てる。その中では貨幣を祀

っている。そしてパソコンの中の数字の増減に一喜一憂する。神のお告げや迷信に一喜一憂

した古代人の姿を笑えようか。金銭を敬う現代人の姿は、古代人から見ると不可解極まりな

いものに違いない。 

お寺のビジネスモデルを考える 

 さて、今回のブルーオーシャンのテーマは寺である。寺は今の姿のままでいいのか？ 



 我が国の寺は 3 タイプに分けられる。檀家寺、観光寺、そして育成寺だ。 

 檀家寺はふつうのお寺だ。全国津々浦々にあって、檀家を持ち、墓を管理し、通夜・葬式の

他、四十九日や一周忌、三回忌などの法要を営む。檀家寺の収入源は、お布施が4割、法事

が 3割、そして副業が 3割である。ちなみに、法要のお布施は 10万円くらい、戒名は 30万円

が相場らしい。また副業は駐車場、保育園の経営、そして墓の分譲が多い。 

 観光寺の代表格は京都や奈良の有名寺院である。東大寺、法隆寺、興福寺、薬師寺など

が代表例。檀家や墓を持たず、全国から信者がお参りにやってくる。修行僧もいるが、数は多

くない。参拝者に仏像を見せ、説法をする。収入源は拝観料のほか、寄進や写経、研修の料

金である。                           

 育成寺は、文字通り次世代の僧侶の修行の寺である。大本山永平寺（福井）や比叡山延暦

寺（滋賀）など僧侶の卵やステップアップを目指す僧侶たちの合宿研修センターとして機能し

ている。ちなみに、永平寺にはたくさんの修行僧がいて、いろいろな儀式や作業に取り組む姿

が見られる。活気と躍動感がある生きたお寺だ。 

寺はもともと NPOだった 

 というわけでお寺には 3タイプあるのだが、一般には檀家寺、つまり「お寺＝法要＝お墓」の

イメージが強い。しかしこれは本来のお寺の姿ではない。お寺は、昔は地域の NPO（非営利

組織）の役割を果たしていた。その原型は聖徳太子が建てた四天王寺である。 

 そこには四箇院（しかいん）という施設があった。四箇院とは、敬田院、施薬院、療病院、悲

田院の 4つである。敬田院は寺院そのもの。施薬院と療病院は現代の薬草園及び薬局・病

院に近く、悲田院は病者や身寄りのない老人のための社会福祉施設である。ここに限らず古

代から中世にかけて多くの寺が、孤児を保護し、行き倒れの人を助け、また学校や図書館と

して機能した。 

 やがて中世になると、本願寺など一部の大寺院が財力と権力を持つようになる。そして信長

など新興武士に弾圧される。同じ頃、キリスト教も日本にやってきたが、やはり弾圧された。

かくして宗教は日本では政治の支配下に置かれるようになる。こうした事情は日本で NPO活

動が発達不全となった原因のひとつといえる（もうひとつの理由は役所の外郭団体と天下り

の存在である）。 

 一方、徳川はお寺をむしろ実利に使った。お寺は全国各地にあって住民の信頼を得ている。

それでこれを行政の統治手段として使った。寺には、宗門人別改帳を作らせ、檀家制度で

人々を管理し、戸籍の管理もした。かくしてお寺は江戸時代には行政の下請け機関と化した。 



お寺ビジネスの誕生 

 やがて明治に入り、政府は神道を重んじ、お寺を冷たくあしらうようになる（廃仏毀釈など）。

ほどなく多くのお寺は葬式などの法要を主たる役割とするようになる。そのうち、人が亡くなっ

た日を起点に特定の時間ごとに法要を営み対価を得るビジネスモデルまで創り出した。今で

は、お寺は葬儀業界と連携し、仏壇や位牌、墓を売る。その結果、現代の“寺業界”は約 1兆

円、葬儀業界は約 1兆 8500億円、墓石関連産業は約 7000億円もの産業に育っている。 

 しかし、である。 

 インドやスリランカに由来する本家の仏教では、仏壇、位牌、先祖代々の墓といったものは

使わない。これらは祖先崇拝の儒教思想に由来する風習である。釈迦の説いた本来の仏教

では、人は死んだら 49日を経て人や動物に生まれ変わる（輪廻）。だからちょっと不謹慎な物

言いかもしれないが、元祖仏教的には、私たちはお墓の前で泣く必要はない。なぜなら「そこ

に私はいません。眠ってなんかいません」という状況だからだ。この意味でヒットソング『千の

風になって』は元祖仏教的に正しい。 

 ちなみに、お葬式のお浄めの塩という風習も元祖の仏教に由来しない。あれは神道に由来

する。「気枯れ」、つまり悲しみで気が枯れた状態から清浄な日常に戻るためのものである（ち

なみに塩はケガレ・禍事を祓うものであり、死者や死体をけがれたものと考えているわけでは

ない）。そういう意味では、お葬式や法要は仏教だけでなく儒教や神道の風習もパッケージに

した“パック商品”で、それをお寺と僧侶が一手に引き受けている。いかにも雑食性の日本らし

い展開である。 

 かくして、今の日本の檀家寺の姿は元祖仏教の寺の姿とはだいぶ違うものになっている（良

し悪しはさておく）。 

もっと生きている人たちを助けよ 

 さて、これからはどうか。私はお寺の僧侶たちは今よりももっと大きな社会的な役割が果た

せると思う。たとえば奈良、薬師寺の僧たちは東日本大震災の後、東北の村を廻り、遺族た

ちを励ます活動を続けた。各地の檀家寺も、法要だけでなく生きる人を救済する、本来の仏

教の姿を追求してほしい。 

 あえて問題提起をしたい。日本では年間約 3万人弱が自殺するが、その責任の一端はお寺

にもあるのではないか。僧侶は仏壇や墓に向かい死者を弔う。それはもちろん十分に尊いこ



とであり、遺族の心を癒す。そして世の中に欠かせない大事な役割でもあるが、それだけでよ

いのか。本当は、悩み苦しみ自殺を考える人々にも向きあうべきではないか。 

 もちろん精神科医やカウンセラーがいる。しかし、寺は全国各地にあって僧侶は生活に身近

である。何らかの役割が果たせるのではないか。 

他人の家の中に入って行ける特権を活かす 

 大上段に構えてしまったが、要するに、これからのお寺は駆け込み寺になってほしい。離婚

問題、相続問題、家庭内暴力、何だって相談に乗ればいい。答えが出ない問題も多いが、悩

みを聞いてあげるだけで救いとなる場合もあるだろう（私ごときには本当に苦しんでおられる

方々の気持ちを偉そうに代弁する資格はないのだが）。 

 なぜなら、僧侶はたいがいの家の中に入って行くことができる。そして仏壇にたどり着き、家

人と話ができる。定期的に訪問するので、その気になれば家の中の様子が定点観測できる。

「もしかして、子どもが虐待されている」、「このところ夫婦仲がよくない」などと気付く。仏壇で

お経を読んだあと、ちょっと話しかけてみたらどうだろう。ふと気が楽になって、悩みを語り出

す人もいるのではないか。 

 檀家に出向くばかりではない。お寺には立派なファシリティがある。本堂の広く快適な空間

には、マイクもあるし座布団もある。水回りも完備し、冷暖房も入っている。昼間は開放して地

域のサロンや NPOの活動拠点にできないか。 

尼さんの配備 

 ところで、悩みを聞く役なら、オジサン僧侶よりも、瀬戸内寂聴氏のような尼さんの方がいい

のかもしれない。女性は女同士の方が話しやすいだろう。葬式仏教や副業の方はオジサン僧

侶に任せ、相談、カウンセリングなどのNPO活動の方は通いでやってくる尼僧に分担してもら

うというビジネスモデルはどうか。 

 以上、葬式仏教だの NPOだのと申し上げて来たが、これからの時代、お寺はもっと積極的

に役割を果たすべきだ。日本の仏教、そしてお寺は 6世紀以来、約 1400年もの間、したたか

に姿を変えて生き延びてきた。そして日本人の生活に深く根ざしている。戦後は駐車場や保

育園を経営するなど、ビジネスセンスも大したものだし、お坊さんはやはり賢い人たちだ。だ

からこそもう一歩踏み出して、徳川以前、いや、もっと遡って、仏教伝来期の奈良時代の姿、

つまり NPO としてのお寺の役割を再構築すべきではないか。 



 人に真向かえば、檀家寺の未来も明るいのではないか。そして、たった 1人の自殺未遂者

でも救うことができたなら、それこそが僧侶の道を選ばれた本望となるのではなかろうか。 

（注）なお、このレポートの執筆にあたっては慶應SFCキャンパスの上山研究会（経営戦略ゼミ）で 2008年春

学期に行った「お寺分析チーム」（佐藤仁美、山本華佳、指田直孝、上田誠之）の成果を参考にした。 

（構成：片瀬京子） 

 

 

 

上山信一ゼミの すぐそこにあるブルーオーシャンを探せ 



 

 

「動物園」は「水族館」になるな 

維持し続けて変化がないことの価値をどう伝えるか 

2013年 11月 28日（木）  上山 信一  

 

 

 サーカスのシルク・ドゥ・ソレイユの高収益ビジネスモデルはビジネススクールなどでよく紹

介される。成功の秘訣はいくつもあるが、中でも“ノン・バーバル（言語によらない）、“ノン・スタ

ー（有名スターを作らない）” 、“ノン・アニマル（動物を使わない）”の 3つがユニークだ。 

 言葉を使わないのでどこの国でもできる。ビッグスターを作らないから、いつでも代役が使え

る。そして動物を使わなければコストが下がり、事故のリスクも減る。シルク・ドゥ・ソレイユの

方法は、サーカスのサービス業としての生産性を著しく上げた。そして浮いたコストを投資に

回し、世界スケールで展開、拡大再生産している。生身の人間と動物が創り出すハラハラド

キドキがないのはちょっと寂しいが、サーカスの近代化と発展を促した。 

 さて、今回のテーマは動物園である。動物園はノン・アニマルとは真逆の世界で、生産性は

低い。もともと収益性が低く、多くは公立で維持されてきた。 

 一方、これと似て非なる業界が水族館である。昔は同様に非効率だったが、最近は、シル

ク・ドゥ・ソレイユほどではないが、ビジネスモデルの近代化と効率化が進んでいる。 

 水族館は動物園と違ってほとんどが屋内施設だから、お客は雨でも冬でも来てくれる。加え

て最近はアクリル水槽、人工海水、ろ過ポンプの技術革新で、内陸部の狭い土地にも立地で

きるようになった。複数階にわたって水槽が置けるので、土地の利用効率も高い。 

 片や動物園は、平面展開が中心で広大な土地が必要になる。フンの処理にも人手がかか

る（水族館はろ過装置がやる）。かくして、入園料が同程度の場合、1平方メートルあたりの平

均の稼ぎは水族館の方が多くなる。 



動物園の役割は種の保存 

 動物園の誕生は、新大陸の探検時代に由来する。デイヴィッド・リヴィングストンのような当

時の探検家（多くは貴族）が、現地で見つけた珍しい生き物を家に持ち帰って飼育した。やが

て家で飼えなくなると、市に寄付をした。その後、動物園はレクリエーション施設として発展し、

現代ではロンドン、パリ、ニューヨークはもとより東京、大阪、京都、神戸など古い大都市には

必ず動物園がある。 

 さて、動物園の存在意義は何か。レクリエーションや子供たち、家族への娯楽提供だけでな

い。社団法人日本動物園水族館協会によると「自然保護」・「教育」・「研究」・「レクリエーショ

ン」の 4つの任務があるという。 

 自然保護とは種の保存のことだ。絶滅しそうな動物を、動物園の庇護の下で生き永らえさせ、

手厚く保護する。中には動物園から野生に戻すと生きていけない動物も多い。彼らは自然界

では種の保存が出来ない。 

 かくして動物園のバックオフィスでは、希少種を生き永らえさせるために膨大なエネルギー

を使っている。動物には必ず寿命があるので、繁殖もさせなければならない。自然界では当

たり前の営みを、人手をかけてやっている。動物園は生き物を扱うが故に、現状維持するだ

けでも手間とお金がかかる施設なのだ。 

「変えないこと」の価値に目を向けよう 

 ところがこのようにきちんと「現状維持」する営みの価値は、今の世の中では正当に評価さ

れにくい。何事につけ、どちらかというと「変える」「廃止」「見直し」する方が良いことのように

言われる。そんな中、動物園のこのような地味な役割は理解されにくい。 

 ちなみに私の専門は「改革」である。組織であれ、個人であれ、時代の流れを察知してさっさ

と変わってナンボ、変えてナンボの世界で生きてきた。『だから、改革は成功する』（ランダム

ハウス講談社）という本まで書いた。だから昨今の改革ブームはとても嬉しい。 

 しかし、である。世の中には「変わらないこと、変えないこと」にこそ価値を置くべきもの、「墨

守してこそナンボ」というものがある。その典型が動物園なのである。ほかにもある。たとえば

変わらぬ美しい野山や海の自然景観。あるいは古代から続く伝統芸能や神事など。そして恐

らく憲法 9条も（!?）。しかし、これらを「変えないこと」を信条とする人たちは、現状を当たり前と

考えているので、あまり存在価値を発信しない。そのせいでか、いつの間にか“守旧派”など

というレッテルを貼られがちだ。 



 これでいいのか？ わが日本には、伝統に則って「変えないこと」「変えてはいけないこと」が

多々あるのではないか。 

動物園と自衛隊の存在理由 

 ここで、現代社会における動物園の存在価値を、現実的に考えてみよう。 

 動物園は、行くと楽しい。子供たちの環境学習の場でもある。しかし、自然の中でのびのび

暮らしていた野生動物を捕獲し、先進国の都会に連れてきて、苦痛を与えている（家族との分

離、監禁など）。動物たちは人間のエゴのために拉致されてきた。本音では、はなはだ迷惑し

ているに違いない。この意味では、動物園はすぐにでも廃止すべき前世紀の遺物なのかもし

れない。 

 しかし、である。もし動物園がなくなると、中にいる動物の多くは野生では生きていけない。

今の動物園は、絶滅危惧種を育て、繁殖させるシェルターの役目を果たしている。 

憲法 9条がもたらす途方もない実益 

 ここでいきなり話は憲法 9条に飛ぶ。筆者は憲法全体については改正論者だが、9条につ

いては墨守すべしと考える。なぜなら御利益がある。あれを掲げていると、他国からは攻めら

れにくい。戦争放棄は、どこの国の人も否定できない崇高な価値観である。確かに、できたい

きさつは「押し付け」かもしれない。だが、現代の価値観に照らして考えた場合はどうか。あれ

は日本が世界から尊敬される「スーパーソフトパワー条項」ではないか。 

 普通の感覚であれば、あまりにも非現実的な 9条のような条項が、国家を縛る憲法に書か

れることはない。だが、日本の場合、（今となってはとてもラッキーなことに）戦後間もない時期

に米国がそれを押し付けた。おかげでわが国では「戦争放棄を憲法で理想として掲げつつ、

現実対応として自衛隊を持つ」というあり得ないはずの“理想的矛盾状態”が実現できてい

る。 

 だから 9条は変えてはいけない、と筆者は考える。もったいない。もしかしたら核兵器並みの

威嚇力を持ち得る、あの 9条を書き換えるなんてとんでもない。平和を愛する日本人なら、い

わゆる左翼の人たちが主張するような情緒論ではなく、戦略的にしたたかに考え、9条と自衛

隊の両方を維持すべきだと筆者は考える。 

動物園の存在にはらむ矛盾 



 さて、動物園の話に戻ると、9条の「戦争放棄」は「野生動物の捕獲と飼育の禁止」に相当す

る。戦争放棄のための完全非武装は、攻撃され国が滅ぼされる可能性を考えると、現実には

到底できないはずだ。だから自衛隊は必要だ。野生動物の捕獲と飼育の禁止も、今絶滅の

危機に瀕している動物たちの死を座して待つわけにはいかないから、100％やめることはでき

ない。だから動物園のような役割を果たす存在は、これからも必要なのだ。 

 かくして、動物園は自衛隊と同じく、現実的には必要なのだが、その存在自体は矛盾に満ち

ている。動物園は「過去の人間の悪事の罪滅ぼしのために野生動物の子孫たちを大事にし

ている」という暗黙のロジックで、意味のある施設として存在してきた。同時に、自衛隊も、過

去の日本軍の悪事を反面教師として、災害時の人命救助を含め、国民と子孫の命を守る崇

高な役割を果たしている。 

 ただし動物園は、これまでは主に種の保存の役割を主張し、いわば開き直り路線でやって

きた。ところが今、全国では動物園の入場者数が減っている。水族館との競争にも負け、影

が薄くなっている。予算や人員もじわじわ減らされ、飼育する動物の種類を絞る(選択と集中)

動きもでてきた。 

 批判する勢力は、コストの増加や入場者数の減少など、経営効率の悪さを指摘する。そして

旭山動物園に倣った生態展示の工夫をしろという。対して擁護する側は、「保全・繁殖と娯楽・

展示は矛盾する」といった原則論を繰り返す。議論は平行線をたどったままである。 

「動物園」から「繁殖保全センター」へ 

 この問題の出口は 1つしかない。ヒントはこれまで比較してきた「自衛隊」の在り方にある。

あれはタテマエ上、軍隊ではない。なぜなら「自衛隊」という名前だからだ。だから動物園も同

じだ。名前を変えたらどうか。「動物愛護センター」や「繁殖保全センター」などではどうか。ミッ

ションはあくまで種の維持と保全とする。 

 一般の獣医が見放した重症のペットの面倒もみる。その上で情報公開の一環として、展示

や入園者の受け入れもする。要は、位置付けを変えるのだ。 

 こうして見てくると、動物園と水族館は一見似ているようでいて、その役割とビジネスモデル

が根本的に異なることがわかる。だから、動物園は必ずしも水族館のような大衆化路線を歩

む必要はない。保守が保守であり続けるための動物園のブルーオーシャン戦略は、名前の

変更から始めるのだ。 

（構成：片瀬京子） 



（注）筆者はかつて横浜市立動物園の「あり方懇談会」座長及び「第三者委員会」の委員長を務めた。また大

阪市役所の特別顧問として現在も市立動物園の改革に携わっているが、本稿とは無関係である。なお、本

稿の執筆にあたっては慶應 SFCキャンパスの上山研究会（経営戦略ゼミ）で 2007年春学期に行った「動物

園分析チーム」（新井優大、中野亜耶、杉本直也）の成果を参考にした。 

 

 

 

上山信一ゼミの すぐそこにあるブルーオーシャンを探せ 

朝食市場、美容市場、ヨーグルト市場…。身近すぎてありふれた商品の市場も、冷静に分析

して見方を変えると、イノベーションの芽が隠れている。上山信一ゼミが真剣勝負で分析した、

ニッポンの「レッドオーシャン」に隠れた「ブルーオーシャン」を見つけ出すアイデアを紹介。 

 



 

 

東大はたぶん今のままがよい 

大学ブランドイメージの序列化を考える 

2013 年 12 月 19 日（木）  上山 信一  

 

 

 新聞を開くと時たま「○○大学×○○大学」という一覧表が出ている。結婚仲介業者の広告

だ。結婚したカップルの事例を載せるのはいい。しかし驚くのは、広告に占める卒業大学名の

ウエイトの大きさである。たとえば「早稲田大学（建築家）×日本女子大（大企業役員秘書）」、

「東大（弁護士）×お茶の水女子大（高校教師）」、「神戸大（食品会社）×聖心女子大（通訳）」

といった具合だ。 

 読者に、いい結婚相手をイメージさせるには卒業大学名が効くらしい。それに読者は適齢期

の子供をかかえる親たちだから、本人たちより保守的に違いない。「おっ、早稲田はやっぱり

今でも本女（ポンジョ）なんだ」とか「東大とお茶大か。優等生カップルだよな。息子も東大に行

くのか」などと思わせたら広告が“刺さった”ことになる。 

大学ブランド同士の結婚か？ 

 こうした広告には生身の A 夫さんや B 子さんのイメージが全く出てこない。ステレオタイプ化

された秀才の東大君と清楚な聖心のお嬢様のイメージだけが融合して「幸せな家庭」を演出

する。ここでは「卒業大学ブランド＝収入＝地位＝校風＝本人の気質＝相手との相性」という

方程式が演出される。あまのじゃくな私などは、「まるで大学同士の結婚かよ？」と口をはさみ

たくなる。 



 『人は見た目が 9 割』というベストセラー本があったが、結婚仲介業界では「人は卒業大学と

勤務先が 9 割」ということのようだ。卒業大学名は「この人に会ってみたい」と思わせる力を持

つのだろう。実際の結婚はまるで違って、本人の中味と相性で決まる。「○○大の卒業生だか

ら好き♡」と考える人なぞ滅多にいないのだが。 

 ではどんな大学が「人気」なのか。日経 BP コンサルティングが有識者に対して行った「大学

ブランドイメージ調査 2012-2013（首都圏編）」の上位にある大学は、「高偏差値」「都心」「古

豪」ばかりである。 

 「1 位東大、2 位早稲田、3 位慶応義塾、4 位上智、5 位一橋、6 位東工大、7 位お茶大」と続

き、昔とあまり変わらない。でも8位に「明治」が入り、11位には「国際基督教大学（ICU）」が入

る。明治と ICU は「学習院」（13 位）より上で、おそらく昔よりも躍進しているのではないか。上

智も昔より上位にあるのかもしれない。また女子大は総じてふるわないが、これも時代の変

化か。 

 大学のブランドイメージはなかなか変化しない。しかも人気が偏差値に左右される傾向があ

って「序列化」されたブランドになっている。その意味で大学ブランドは、車などのブランディン

グとは大きく異なる。車の場合、お金があってベンツの AMG が買えるのに序列的には下のロ

ーバーMINI やアウディ、フランス車に乗る人がたくさんいる。逆に余裕があってもランボルギ

ーニやフェラーリに乗る人は多くない。ところが大学選びとなると序列の上位がそのままブラ

ンドイメージの上位を形成するのである。 

序列化ブランドのしくみ 

 その秘密は 2 つある。第 1 に供給、つまり入学者数の制限である。そのため「偏差値の高い

人から順に上位校に行くはず」という画一的な行動様式が一般化されている。そのため、必

ずしもやりたいことができる大学に行かない人がいる。第 2に、とにかく「入れたら卒業できる」

という仕組みができてしまっている。無理して上位校に入っても落第するリスクが大きければ、

自分にあったところに行く。しかし、入れたら誰でも卒業させてもらえるとなると、せっかく受か

った上位校に行っておこうと考える。 

 ところで名門校のブランドイメージ作りで最大の勝者はどこか。東大ではない。その隣にあ

る東京藝術大学だろう。ここは各科の定員数が異常に少ない。1 学年がわずか 477 人と高校

並みのサイズで、しかも芸術学部と音楽学部に分かれる。各学部はさらに 7 つの学科に分か

れ、定員は日本画が 25 人、作曲 15 人といった具合である。 



 器楽科はさすがに 98 人いるが、指揮科はわずか 2 人。そのためか、入学資格を得ただけで

ひたすら褒め称えられ、多くの卒業生は芸大ブランドを活かして人生を全うする。サラリーマ

ンになっても「へえ、芸大ですか」と珍しがられ（日頃のチョンボを許され…）、「変人だけど才

能があるのかも」と周囲は妙に納得し、アーティストになればピアノの前に座っただけで「さす

が芸大」「風格がある」などとテキトーなことをいわれる。片やイマドキの東大生は「ピンキリで

すよ」といわれ続け、就活戦線でも苦労する人がいるのに、である。 

 ところでなぜ人は卒業大学名を聞いただけで個々人の性格にある種のイメージを抱くのだ

ろう。なぜ「早稲田卒＝バンカラ」、「京大＝変人」、「東大卒＝頭でっかちで官僚的」、そして

「神戸女学院卒＝お嬢様」と思うのか。校風というものは確かにあってそれに染まるというの

は否めない。しかし、人格形成においては、家庭環境や友人、そして職業の影響の方がはる

かに大きいはずだ。卒業大学のブランドイメージは個人のブランディングの形成に対してよく

も悪しくも過剰に作用している。 

 大学ブランドは不思議なことに卒業生の個々人に付着し、その後の人生につきまとう。たし

かに大学生活は 4 年間と長い。しかし、私たちと生活商品の接点はもっと長い。たとえば私は

無印良品のパンツとユニクロのシャツを 5 年以上愛用しているが、人は私をユニクラーとか無

印人間とは思わない。4 年対 5 年なのに変ではないか。 

 しかも生きている卒業生に大学が与えるブランドイメージは、半永久的に変わらない。大学

は教育と研究という息の長いビジネスというかサービスを担う。新商品でヒットをとばすという

こともあまりない。正確に言えば、卒業生が人生を終える頃、教育の成果が評価されるという

息の長さである。 

 そういう意味で大学のブランドイメージは、星の光に似ている。私たちが見ている星の光は

何万光年も前の光だ。今はどうなっているのか、さっぱりわからない。大学のイメージもこれと

同じで、今の輝き（つまり今の○○大学のブランドイメージ）は、昔の○○大学の実力の反映

でしかない。 

 そうなのだ。大学のブランドイメージには実体とのかい離があり、時差があるのだ。 

学歴ステータスって何？ 

 ところで、日本人が大学のブランドイメージにこだわるのは、たまたま首都になった東京が

武家社会であった点に由来するのではないか。武家社会では礼儀作法と手続きが大切だ。



特に自分より身分が上の方に失礼があってはならず、年上とか目上とか格上とかに気を使う。

やがて時代が下がって、藩は会社に、家老は専務に名前が変わっても本質は変わらない。 

 初対面で人々は名刺を交換し、格上格下のチェックをする。勤務先と肩書でだいたいのこと

はわかり、失礼は避けられる。その上で東京のビジネス文化では、相手と緊密な関係を築くう

えでもうひとつ聞いておくべきことがある。それが出身大学名になっているように思う。 

 初対面では出身大学名は明かされない。しかし何回目かに会って飲んだときなどにさりげな

い風を装って「駒場にいた頃は」「高田馬場の駅近くでよく飲んでいて」などと開陳する人が出

てくる。「僕らは同じ東大卒だからお手柔らかに」とか「こう見えても僕は早稲田なんだ…」とさ

りげなく伝えるのである。 

 この辺のプロトコールは米国人、特に東部のエスタブリッシュメント層も同じだ。しかし私は

あまり好きでない。たまたま私は京大とプリンストン大を卒業し、慶応義塾大とジョージタウン

大で仕事をしてきたから、どこかでそういう話になることはある。しかし「それが何なのだ」とつ

い思ってしまう。 

 「吉田山に登った」とかいう話になると「生まれは大阪・十三で」とつい言ってしまう。人間ど

んな親と友人のもとで育ち、何をしてきたかが一番大事だ。あえていうと、次はどこの町で育

ったかだろう。私はこの 4 大学は好きだし、誇りに思うが、パーソナルブランディングに使おう

とは思わない（むしろ例の「98 カ国訪問の実績」を売りにしている）。 

専門性によるブランドづくり 

 されど大学ブランドは無視できない。大学にとってのブルーオーシャン戦略はないのか。18

歳人口は年々減少するが、進学率は上がっている。そんな中、定員割れを起こす学校が出て

きており、私立大学はサバイバルの真っ直中にある。知名度が不十分な新設校や偏差値が

必ずしも高くない大学には、ブランド戦略が必要だろう。 

 イチオシは専門性の強化である。金沢工業大学（理事・教職員・学生の三位一体の学園運

営）、立命館アジア太平洋大学（公私協力による国際的な大学の運営）、多摩大学（ブランド

を持つ教員を使った対外発信）などが好例だ。 

 特に私立の理系学部は思い切って「先端」を切り口に専門化したらどうか。図は日本の理系

教育が、米国はおろか、中国や韓国に比べても甚だしく時代遅れになりつつあることを示す。

詳細は省くが、グラフの線が 1 に近い国は先端研究ができている。しかし日本はどんどんず

れていっている。例えば電気・電子は強いが情報通信に弱い。 



 

出典：白川 展之・古川 貴雄・野村 稔・奥和田 久美、「日本の電気電子・情報通信研究の世界トレンドから

の乖離に関する計量書誌分析」（『技術と経済』通巻 544 号、2012.6.） 

 背景には、大学改革をしたにもかかわらず講座制を温存した事情がある。多くの国立大で

は教授の弟子が古くからある講座を伝承する。そのため新しい科目や講座に人や予算がま

わりにくい。ならば私立の理系学部は国立大の向こうを張って、バイオフィジックスなどの世

界の先端分野を柱として打ち出したらどうか。 

東大ブランドの未来 

 ところで東大ブランドの未来はどうか。優秀な人材を輩出し続け、今後も序列の 1 位を占め

るトップブランドであり続けるだろう。しかし、東大は生まれながらの官僚組織だ。官僚制の性

（さが）で、予算を増やし、定員を増やし、その結果、ブランドイメージを落としていくのではな

いか。 

 既に「東大卒＝高偏差値」が必ずしも有用な人物ではないことが露見し、「東大院卒」の学

歴ロンダリング族が批判される。確かにあれは堕落したローマカトリック教会の免罪符ビジネ



スに似ていなくもないという批判が、的外れとも言い切れない（…何が言いたいか察してくださ

い）。だから東大入試は改革し、人物本位にすべきだという意見もある。 

 しかし、である。東大入試はあくまで点数主義でよい。なぜならあれは入試である以前に、

東アジア伝統の科挙なのである。誰でも受けられ、単に点数さえ取ればよい。何と美しく、シ

ンプルなゲームだろう。東大の入試は官僚人材を選ぶためのプレ国家公務員試験だ。科挙

であれば暗記重視の受験文化はやめるわけにいかない。 

 東大入試は東大のアイデンティティそのものであり、また、7 世紀以来の日本の律令政治の

伝統に根差す国家的儀式である。だから残すべきだ。同様に東大は中途半端に“国際化”と

か“全人的選抜”とか言わない方がよい。美しい日本には立派な東大が必要だ。そうでないと

座りが悪い。東大はあくまでも粛々と国内向けの官僚的人材を輩出していただきたい。 

 どの国にも、いつの世にも官僚は不可欠である。特に我が国は官僚国家である。官僚はと

ことん官僚的でないと困る。そうでないと世の中が治まらない。だから東大入試は今まで通り

点数偏重でよい。 

なぜ SFC は AO 入試で成功するのか 

 ちなみにわが慶応 SFC が日本で率先して導入した AO（アドミッション・オフィス）入試は、東

大には無理だろう。SFC の AO 入試が成功したのは、受験生を面接する教授陣もまた、AO 入

試のような経緯でその場にたどり着いた人たち…いい意味での“変人”ばかり…だからである。

日本の大学を飛び出し、海外で武者修行をしてきた博士などリスクをとって生きてきた“変人”

（いや“逸材”）ぞろいである。変人は変人を知る。ゆえに面接では地頭の良さや学力だけでな

く、学生の将来性が見抜ける。 

 また、SFC の教員たちはそうして入学してきた変人たち、つまり一芸に秀で、かつ学力も高

い学生たち（超早熟の数学者、世界的ピアニスト、スーパー手品師など）を育て、目いっぱい

ストレッチさせる技量を持つ。だから SFC の AO 生たちは卒業後も起業するなど、目覚ましい

成果を出している。彼らのガイダンスはよその先生には多分出来ないだろう。猛獣は元猛獣

にしか扱えないのではないか（お断り：若干“営業”が入ってます）。 

 であるからして、残念ながら東大の入試改革は、仮にやってもうまくいかないだろう。秋入学

への移行がいつの間にかうやむやになったが、あれと同じ結末をたどるのではないか。 

 だが繰り返しになるが、東大は東大だ。学力偏重の入試を抱きながら、縮みゆく古き良き日

本を守り、そう簡単には消えない律令政治の伝統と科挙の文化を守る使命がある。グローバ



ル人材やクリエーティブ人材の育成は“外資系”の ICU や上智や SFC に任せた方がよい。東

大はもっと東大らしく、堂々と古い日本と共に歩んでほしい。 

（構成：片瀬京子） 

（注）本稿の内容は筆者の個人的見解であり、所属組織の見解を示すものではない。なお、このレポートの

執筆にあたっては慶應 SFC キャンパスの上山研究会（経営戦略ゼミ）で 2008 年春学期に行った「大学分析

チーム」（新井美穂里、泉山苑子、守屋茂樹）の成果を参考にした。 
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マッキンゼーは、もてはやされ過ぎだ 

若者は、むしろ起業せよ 

2013年 12月 26日（木）  上山 信一  

 

 

 1960 年代、優秀な若者は当時の花形、繊維業界を目指した。その後、対象は電機、自動車、

そして金融へと変わっていった。 

 そして今、若者たちの関心はコンサルティング業界、特に外資系に向いているらしい。聞い

てみると、「各界で活躍する人の中に外資系コンサルティング出身者が多い。スキルが身に

付く」という。しかし当のその業界出身の私にしてみると、違和感がぬぐえない。いつの世も若

者たちは斜陽寸前の業界を目指すのか…教訓は世代を超えて受け継がれていかないのか

…と。 

コンサルティングの歴史は浅い 

 わが国のコンサルティング業界の歴史は半世紀にも満たない。高度成長に入った頃、日本

にはまだ存在しなかった。それが 1960～70年代、米国系コンサルティング企業が海の向こう

から黒船のようにやってきた。日本の拠点の設立はボストン・コンサルティング・グループ（略

して『ボスコン』）が 1966年、そしてマッキンゼーが 1971年である。 

 しかし、当時、このような得体の知れない業界に入ろうという優秀な日本人の若者はほとん

どいなかった。そこで、黒船はマグロよろしく社会人の中途採用、つまり一本釣りをした。そし

て日立製作所勤務（当時）の大前研一氏（マッキンゼー）や三菱商事勤務（当時）の堀紘一氏

（ボスコン）などの逸材を得た。 



いち早く日本人化 

 黒船がいち早く人材の現地採用を行ったのは慧眼である。これぞグローバリゼーションの王

道である。もしも彼らが米国人を各国に派遣するスタイルをとっていたなら、“日本が大好きで

す”とか“日本語専攻でした”とか“たまたま奥さんが日本人です”という人材ばかりになっただ

ろう。 

 そしてきっと外資系企業の日本市場調査に終始したはずだ。ところが両社は日本人の若者

に賭けた。その結果、わずか数年後には日本の一流企業向けのビジネスを獲得した。どちら

の社も日本での飛躍がなければ、ともに世界的ネットワークを形成できず、世界のコンサルテ

ィング業界における現在の地位は築けていなかっただろう。 

 そうなのだ。今、もし外資系コンサルティング会社が魅力的に見えるとすれば、それは 40年

ほど前の米国人たちの決断がスゴかったことに由来する。 

 とりわけ私のいたマッキンゼー社においては、ひとえにあのマービン・バウワー氏（いや、師）

の日本の本質を深く洞察する力によると言っても過言ではない（同氏のことを書き出すとおそ

らく三日三晩を費やし、ひたすらの宗教的礼賛になる恐れがあり、自分でも怖いのでここで留

め置く。要するに義塾における福澤先生と同様の存在である。彼の偉業とマッキンゼーがマッ

キンゼーたるゆえんは『マッキンゼーをつくった男 マービン・バウワー』（ダイヤモンド社）をぜ

ひぜひご一読いただきたい）。 

人材確保の仕組み 

 さて、もしも、元マッキンゼーや元ボスコンの人たちが、社会で広く活躍しているように見える

なら、その理由は、若い頃にこうした米系コンサルティング企業の戦略的英断の本質を見抜

き、日本の大企業や官庁から身を転じた勇気に由来する。彼ら（というか私たち）は時の運に

も恵まれた。80年代、グローバル化を余儀なくされた日本の大企業が次々とグローバル化の

ために外資系コンサルティングを雇ってくれたのである。 

 もっとも、日本の一流企業は、すでに自社の社員を留学させていた。社内に MBAホルダー

がいるにもかかわらずコンサルティングを依頼したのである。なぜか。留学した本人は世界の

先端にふれ、目覚めて帰ってくる。「そうだ、改革だ。戦略だ」と言い出す。しかし本社は全く目

覚めていない。 



 それどころか本社人事部は留学帰りの若者たちを“同期との平等な処遇が必要”といった名

目で、地方の営業所などに転勤させた…「頭を冷やせ」という意味である。やがて失望した彼

らは、育ててくれた企業に後ろ髪を引かれながらも、能力を存分に活かせる職場を求め次々

と外資系コンサルティング企業に転職した。 

 さて、日本企業が外資系コンサルティング企業を雇ってみると、外人と一緒に出てくる日本

人コンサルタントは他社からの留学転職組の若者たちである。つまり、自社の留学組はコン

サルティング会社に流出する。その一方では、金を払って、コンサルタントになった他社の転

職留学組を雇うという構図である。 

 ともかく、彼らコンサルタントは、もともと社内選抜で留学したほどの MBA人材だから優秀だ

し、大企業の仕事のやり方にも通じている。MBAプラス、コンサルティングのノウハウに加え

て、元いた異業種のやり方も教えてくれた。若いながらも次々と実績をあげ、外資系コンサル

ティングの躍進の原動力となった。 

 しかし、やがて日本企業も気が付いた。90年代後半には、会社派遣の留学をやめる企業が

増える。コンサルティング業界は MBAの供給が減って困った。しかし都合のいいことに、この

頃から大学生の間で外資系への就職に人気が出てきた。大前研一氏などの活躍で、外資系

コンサルタントの存在はだんだん一般の人たちの間で知られるようになり、新卒の就職でも親

が反対しなくなったのだ。 

 おまけに新卒入社組の多くは帰国子女のバイリンガルだった（これも多くは 80年代の日本

企業の駐在員の子供たち）。最近では、医学部卒まで入社し、新卒者の人気の就職先になっ

た。 

コンサルタントの 3類型 

 以上は主にマッキンゼーとボスコンの話だったが、この 2社は戦略系でどちらかといえば特

殊かつ少数派である。世の中にはもっといろいろなコンサルタントがいる。コンサルタントの内

容は多種多様だ。私は 3×3に分類する。分類項目の 1つは立ち位置、もう 1つは活動形態

である。 



 

 立ち位置は 3つ。グレーヘア、専門家、第三者だ。グレーヘアとは、コンサルティングの対象

業界の出身者が経験を活かして行うコンサルティングである（だから中高年でグレー＝白髪

なのだ）。専門家とは、税理士、弁護士、広告、マーケティングのプロなどだ。彼らは企業が自

前で抱えにくい人材である。そして第三者は監査や社外役員の視点から経営陣に問題提起

する。マッキンゼーやボスコンなどはここに入る。 

 タテ軸は、個人型、チーム型、グローバルファーム型という活動スタイルだ。一人でやるか、

ノウハウを異にする専門家が数人でチームを組んでやるか、世界的ネットワークを持つ会社

としてやるかである。 

 ちなみにグレーヘアは個人型、専門家はチーム型、第三者はグローバルファーム型である

ことが多い。 

これからは専門家のチームに注目 

 さて、コンサルティング業界のブルーオーシャンはどこにあるのか。私は「専門家×チーム」

だと思う。コンサルティング内容は年々高度化し、個人では手におえないテーマが増える。デ

ザイナーがマーケッターと組む、戦略系が人材系と組む、といった動きが加速している。 



 グローバルファームはどうか。巨大コングロマリットにとっては不可欠の存在であり続けるだ

ろう。世界戦略の構築には各地のデータが必要だ。もはや彼らなしでは戦略が立てられない

時代になりつつある。しかし、グローバルファームはもはや 70～80年代のようなベンチャーで

はなく、れっきとした大企業である。クライアントも大手ばかりだ。かつてのように現地の 20代

の若者に思い切って大きな仕事を任せる機会は減ってくる。 

コンサルタントは優秀か 

 コンサルティングは日本でもかなり一般化してきたが、それでも世の中にはコンサルタントに

まつわる誤解は多い。単純化していうと、日本ではコンサルタントと聞くと「そんなもの、役に

立たない」と頭から信用しない人と、素晴らしい分析能力を持つ、人間コンピュータのような人

物を期待する人に大別される。だがどっちも間違っている。 

 よく言われることだが、コンサルティングには「ウォームハート」と「クールヘッド」が必要だ。

コンサルタントは、確かにある程度クールヘッド、つまり分析力がないとだめだ。しかし同時に

「ウォームハート」、つまり訴求力とか包容力がないと提案は実施されず成果は出ない。 

 ちなみに、書店のビジネス書の棚には「元（外資系）コンサル勤務」を売りにしたハウツー本

が鈴なりだ。分析だのプレゼンだのいろいろなスキルを紹介している。しかしクライアントはそ

んなものに期待して巨額のフィーを払うわけではない。人はなぜ、コンサルタントに相談する

のか。 

 それは、十分に納得した上で悔いのない決断をしたいからだ。要するに第三者の率直な意

見が聞きたい。だから、コンサルタントに求められるのは、分析力だけではない。相手の悩み

を聞く力こそが重要なのだ。だから私に言わせれば、山ほどあるコンサル本をいくら読んでも

コンサルティングの真髄は伝わらないのだ。 

成熟産業の領域に 

 さて、コンサルティング業界の未来はどうか。当分は繁栄するだろう。仕事は面白い。だから

人材は集まるだろう。しかし仕事はだんだんと企業の仕事の一部を請け負うようになっていく。

つまりだんだんとフツーの業界になっていくだろう。もちろんビジネスだからそれで特段の問題

はない。それは業界として社会における地位を確立していくということだし、決して悪いことで

はない。 



 しかし、私は思うのだ。コンサルティングという仕事、特に外資系では日本への参入という創

成期に数多くの人材を鍛え、育て、世の中に送り出した。しかし、もはやそういう時代ではない

のではないか。若くして野心にあふれる若者たち（かつての大前氏や堀氏のような）には、コ

ンサルタントを目指すよりもむしろ起業してほしい、あるいは選挙に出てほしいと思うのだが、

読者はいかがお考えだろうか。 

（構成：片瀬京子） 
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慶応義塾大学総合政策学部教授 

上山信一 

Profile 

1957 年、大阪生まれ。京都大学法学部卒、米プリンストン大学国際公共政策経営大学院修了。旧・運輸省、

マッキンゼー（共同経営者）等を経て、2007 年より現職。専門は、企業・行政機関の経営改革および地域

再生。2005 年以降、大阪市市政改革推進会議委員長などを歴任し、現在は大阪府・市特別顧問。愛知県政

策顧問、新潟市都市政策研究所長も務める。著書に『大阪維新――橋下改革が日本を変える』（角川 SSC

新書）、『自治体改革の突破口』（日経 BP 社）、『行政の経営分析――大阪市の挑戦』（時事通信出版

局）、『行政の解体と再生』（東洋経済新報社）など多数。 

 

 

 

http://www.bookscan.co.jp/
http://www.bookscan.co.jp/service.php
http://www.bookscan.co.jp/price.php
http://www.bookscan.co.jp/payment.php
https://system.bookscan.co.jp/join.php
https://system.bookscan.co.jp/mypage.php
http://www.bookscan.co.jp/
http://www.bookscan.co.jp/
http://www.bookscan.co.jp/service.php
http://www.bookscan.co.jp/price.php
http://www.bookscan.co.jp/payment.php
https://system.bookscan.co.jp/join.php
https://system.bookscan.co.jp/mypage.php
http://www.amazon.co.jp/dp/4761513284?tag=amazonbooklist-22
http://www.amazon.co.jp/dp/4766419634?tag=amazonbooklist-22
http://www.amazon.co.jp/dp/4822262685?tag=amazonbooklist-22
http://www.amazon.co.jp/dp/4344022149?tag=amazonbooklist-22
http://www.amazon.co.jp/dp/4047315311?tag=amazonbooklist-22
http://www.amazon.co.jp/dp/4822234290?tag=amazonbooklist-22
http://www.amazon.co.jp/dp/4788708663?tag=amazonbooklist-22


「王様は裸だ」と言い続ける 

 

経営コンサルタントの上山信一さんは、運輸官僚出身で、マッキンゼーでの経

験を活かし、企業はもちろん、学校や病院、地方自治体等などさまざまな組織

の改革について助言されています。従来の組織の枠組み、世の中の常識にとら

われない改革論を展開し、全国からその見識と、手法への注目が集まる上山さ

んに、その独自の視点、コンサルティングや執筆活動の原動力について伺いま

した。 

あらゆる組織にイノベーションの可能性 

 

―― 全国各地の自治体で活躍されていますが、今日は新潟に行かれていたそう

ですね。 

 

上山信一氏: 新潟市の都市計画研究所長を非常勤でやっていて、今日は市長と打

ち合わせをしていました。今日のテーマは、「図書館改革」です。15 市町村が

合併して政令都市になり、小さいものを含めると図書館が全部で 40 以上あるの

ですが、未だその多くが旧市町村の時代の図書館のまま機能しているのです。

昔ながらに真面目にやっているんですが、合併のメリットがまだ出せていない。

時代の要請も変わってきていますし、よく考えるともっと色々なことができる

はずです。 

 

―― 図書館にはどのような課題があるのでしょうか？ 

 

上山信一氏: 蔵書の数は結構多いし、市民の満足度も高いのですが、登録者数は

やや少なく、ヘビーユーザーが熱心に使っているという実態が分かってきまし

た。それから、本がぐるぐる回らず、いつも同じ本が並んでいる。多くが区の

複合施設の中に入っていて、図書館があることがあまり知られていないという

問題もあります。本当は１階のカフェの横などにあったほうがいいと思うので



すが、実際は 5 階の奥にあったりします。しかし図書館は地域づくりの拠点の

役割を果たせます。地元の協議会で運営してもらうとか、図書館をきっかけに

地域のあり方を考えることもできるはずです。人が集まって楽しく過ごす場所

は商業施設ばかりではない。図書館が集会所になっていても構わないのです。

そういう目で見ていくと色々なチャンスが出てきます。そこにある本を読ませ

る、貸し出すだけではない方向に変える作戦を市長と話していました。 

 

―― 上山さんのコンサルティングの手法は、様々な組織に応用されていますね。 

 

上山信一氏: 改革の対象は組織ですから業種は問いません。大企業やベンチャー、

商社、病院、マスコミ。あとは役所や国営企業、外資系企業など色々つきあっ

てきました。自治体や、NPO、シンクタンクの改革もやってきました。まだお

寺と神社はやっていないんですが、いずれやりたいと思っています。例えば、

薬師寺はイノベーションの大成功例なのです。かつては、お堂が焼け、ほとん

ど建物が残っていないお寺でした。それを、写経でお金をもらう仕組みで再建

し、奈良時代の姿にもどしました。もうかなり昔のことですが、仏教業界の中

では最もすごいイノベーションでしょう。まさにブルーオーシャン戦略です。 

縦割りの時代からの方向転換 

 

―― 上山さんにコンサルティングを依頼される方々は、どのような要望を持た

れているのでしょうか？ 

 

上山信一氏: まずは「改革をしたい」という方の話をよく聞きます。投資しなけ

ればいけない場合でも「お金がない」ということがあったりします。改革した

くてもできないことが多いのです。相談に来られるうちの半分以上はタイミン

グが悪い。人の命ならどんなことがあっても救済しなければいけませんが、会

社や組織は倒産寸前になると、もう無理なことも多い。さっさと会社をたたん

で、他のビジネスをされたほうがいいという場合も多々あります。あとは経営

者の能力。タイミングがよくて能力もあって、改革して再生できそうなものだ



け手伝うのです。 

 

―― 企業にしろ、行政にしろ、ビジネスドクターのような役割ですね。 

 

上山信一氏: 明らかに病気の場合もありますが、先ほどの新潟市の図書館みたい

に、病気ではないけれども、「宝の持ち腐れ」のような話もある。大企業や行

政の場合は、むしろそっちの方が多いです。あとは転用や売却も。自治体でも

公立病院などはもういらない、といった話が出てきます。しかし都心では公立

病院でなくてもいいが、端の方に行くと民間の大きな病院がないから、公立が

必要だったり、細かい議論になっていきます。これはシチュエーション・スペ

シフィックな解が必要なケース。一般論で語れないケースが増えていると感じ

ます。 

ほかにも美術館、店舗、ホテルとかいろいろな分野で全国一律、大量生産、画

一管理がいい分野とそうじゃない分野の切り分けや、構造とか機能の見直し、

大きな方針転換といった話が多くなっています。あと、私の仕事は「王様は裸

だ」と言うことだったりもします。みんな薄々気がついている。しかし誰も言

えない。そこでオーナーに直言したりすることもあります。それで言ってしま

ったら終わっちゃった、みたいな話もあります。真実を誰かが言うことが課題

だったりするのです。 



大阪と京都を「足して 2で割る」文化 

 

―― 王様に物申すのは、なかなか難しいことだと思うのですが。 

 

上山信一氏: もともとあまのじゃくなのかもしれませんね。これは出身地の地域

特性もあると思います。私が育った大阪では「目立ってなんぼ」です。授業で

発表する時も、正しい答えを言うだけではなくて笑いをとらないとやっていけ

ない。それは非常にハードルが高い（笑）。「他人と同じであるというのは恥

ずかしい」という文化です。大げさに言うと、子ども時代をいかにユニークで

あるかが問われる文化環境の中で過ごしたわけです。あと大阪人は他人とのコ

ミュニケーションでも、敷居が非常に低い。友人としゃべっているのに隣の他

人が、「ちょっとすいません、一言言っていいですか？」とか入ってきたり、

バス停なんかでも知らない隣の人としゃべる。そういう感覚、コミュニケーシ

ョンの中で、知らない人やえらい人に臆せず、よくずばっと言っちゃう傾向が

あります。 

 

―― 小さい頃は、よく読書をされていましたか？ 

 

上山信一氏: 親が本を買ったり借りてきたりして、幼児の頃は読み聞かせをして

くれました。家に童話などが結構ありましたので、子どもの頃からよく本を読

んでいました。『孫悟空』などの冒険ものや、『水つき学校』という改革系の

童話が好きでした。特に『水つき学校』は、洪水で困っている村で、みんなで

頑張って堤防を直すといった話で、私の愛読書でした。 

中学時代はそれほど本を読まず、鉄道マニアで、キャンプや旅行が好きでした。

小中学校はボーイスカウト、高校はワンダーフォーゲル部で、もともとフィー

ルドワークが好きでした。 

1970 年代、高校生の頃は、京都学派の全盛期です。梅棹忠夫、桑原武夫、西堀

栄三郎、会田雄次、高坂正堯などの本が高校の図書館にたくさんあって、輝い

ていた。しかも当時はそういう先生たちが連日テレビに出たり、新聞で語って

いたり。フィールドワークの京都学派には、心底憧れていました。そして、関

http://www.amazon.co.jp/dp/4061482637?tag=amazonbooklist-22
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西では、もともと「東大よりも京大の方が偉い」という文化があった。 

 

―― それで京大の法学部に進まれたのですね。 

 

上山信一氏: 京大以外は眼中になかった。問題はどの学部かです。親戚がみんな

ビジネスをやっていたりする土壌もあって、文学部に行くわけでもないなと思

っていました。今は経営コンサルタントで数字をたくさん使いますが、その当

時は数学が嫌いで理系学部もいやだった。それで法学部に行きましたが正直言

って法律は面白くなかった。クラブは探検部に入ろうとしましたが、いきなり

「パレスチナに行け」とか言われたりで、ちょっとこれは違うと考えました。

私は頭の中が大阪人なんで「実践的じゃなきゃいけない」とか「アカデミック

なものはあまり役に立たない」などとなんとなく思っていました。ポリティカ

ルなのも、アカデミックなのも好きじゃない。あの頃はまだ教養主義なところ

があって、マックス・ヴェーバーやマルクスとか、難しい本はたくさん読まさ

れましたが、アカデミックなものは面倒くさかった。それらはバックボーンと

して大事だと思ったものの、とにかくフィールドワークというのが自分にとっ

てはしっくりする言葉でした。それで現場で役に立つことをしたいと思ってい

ました。この辺は大阪の実学志向と京都のアカデミズムを足して 2 で割ったよ

うな感じかもしれません。 

「脚本は自分で書くもの」 

 

―― 卒業後は運輸省に入省されますが、なぜだったのでしょう。 

 

上山信一氏: あの頃の就活は凄くいい加減で、まず企業は大変そうだから公務員

にしようと思った（笑）。それに鉄道マニアだから運輸省に行きました。入っ

てみたらそういう連中が運輸省に結構いたのです。鉄道だけじゃなくて、飛行

機の時刻表とかも大好きです。基本的に重たいものが無理して激しいスピード

で動くのを見るのが大好きで、一番好きなのはアメリカのディーゼル機関車。

超大編成の貨車を引いていく機関車を踏切で目の前でかぶりつきで見るのが好



きです。日本の倍ぐらいの巨大な機関車が、超大編成でかつ高速で目の前を走

るのは迫力があります。ばい煙も凄く美味しい（笑）。 

 

―― 運輸省時代には、プリンストン大学に留学されていますね。 

 

上山信一氏: 大学時代、政治学をやったので権力の中枢がどうなっているか見た

かった。それで居心地のよい大阪や京都を出て東京に行って霞ヶ関に就職しま

した。さらに米国のエスタブリッジメントの世界を知っておかないといけない

という気持ちがあって、プリンストン大学に留学しました。その頃アメリカで

は航空規制緩和をやっていて、それを目の前で見た。そして日本に戻ったので

すが、日本では規則とかルールとか、法学部的世界をまだやっている。もとも

と法学部で面白くないと思っていた法解釈の部分を凝縮したようなのが仕事で

す。しかもこの仕事が社会的にどれぐらい価値があるのか疑問を持ってしまう。

もう経済原則に任せた方がいいのではないかと思い始めました。今の法律とか

ルールの中では誰かがやらなければいけない仕事かもしれない。だけど、付加

価値がないというか、別にその仕事がなくなっても世の中は回っているのでは

ないかと思ったのです。 

それと、少しいただけですが、霞ヶ関とか永田町とかのことがなんとなく分か

った気がした。大臣といっても普通のおじさんなどがその役割の中でしゃべっ

ているだけで、その人じゃなくても、他の人でも同じことをしゃべれる。議会



にしろ役所にしろ、シナリオは既に書かれていて、壮大な劇場であるというこ

とに気が付きました。それなら自分で脚本を書く方が楽しいと思って、運輸省

を辞めて、第二新卒のようなつもりで、マッキンゼーに行きました。 

 

―― 国家公務員を辞められることに、周りの反応はいかがでしたか？ 

 

上山信一氏: 当時はあまりキャリアアップみたいな概念もないし、決して華麗な

る転身ではなかった。そもそも転職自体が異常事態だったので、「よほどのこ

とをしたに違いない」と色々な人に怪しがられました（笑）。でも、親戚の中

には、「仕事は 1 人でする」とか「自分で会社をやっている人が偉くて、雇わ

れているのはカッコ悪い」という大阪人の文化があったので、「役所を辞めた」

と言ったら、「よかった」と言われました。でも「次はどういう会社をやるの？」

と聞かれ、「外資系に行きます」と言うと、「まだ根性がなっとらん、早く会

社作れ」と。 

フィールドワークしたものしか書けない 

 

―― コンサルタントとしてどのようにキャリアアップされようと考えられて

いたのでしょうか？ 

 

上山信一氏: 私はもともと、欲があまりないんです。政治家とか見てると、やっ

ぱりいい意味で欲のある人が多いです。ちょっとでもいいチャンスを見つけて

大きな仕事がしたいとか、偉くなりたいとか、どの職業でもそういう人がたく

さんいる。けれど、私はわりと淡白なんです。全く欲がないといえばうそです

し、自分で仕事はできないけれど、「何がなんでもこれをやらなければいけな

い」というこだわりはありません。 

 

―― だからこそ、色々な分野の方々に請われて活躍されているのですね。 

 

上山信一氏: でも無理はせずに、自信がないものは断ります。留学にしても寒い



ところの有名校は最初から受けなかった（笑）。臆病なのかもしれない。でも

好奇心だけは結構強くて、とにかく色々なことをやりたい。立派な会社に入っ

て社長になるには最低でも 10 年ぐらいは必要でしょうが、きっと私は 10 年間

ずっと 1 つの事業をやりつづけるのは嫌なんだと思います。コンサルティング

は専門分野がハッキリしないからフィールドが自由にとれて、テーマ、対象物

がどんどん変えられるっていうのがいいです。 

 

―― 執筆分野も幅広いですね。 

 

上山信一氏: 日経ビジネスオンラインの連載では、空港、アイスクリーム、僧侶、

美術館、米など。色々なことをやっているように思うかもしれませんが、当事

者でも、研究者でもないから書ける。ジャーナリストに近いかもしれないが、

ジャーナリストよりももっと組織の中に入っていく感じです。作家の中だと猪

瀬直樹さんが近いんだと思います。 

ちなみに私は作家のようにフィクションは全然書けません。詩や小説は絶対に

無理ですし、自分でやったこと、調べたことしか書かないから評論も書けませ

ん。研究者の論文の多くは、色々な人が書いたものを集大成させた上で論文に

するのですが、あれも面白くない。私は自分で関わった話か、フィールドワー

クでインタビューして聞いた話を書く。書く作業は、書きたいからじゃなくて、

やった作業を蓄積して深め、体系化していく儀式みたいなものです。自分が色々

なアイデア出して上手くいったことを蓄積していきたい。それを紹介したい。

マッキンゼーの時は、守秘義務があるからどんなことをしたかは言えない。そ

れがフラストレーションでした。それでも若い頃は、偉い人たちの前でプレゼ

ンするとそのフラストレーションは解消される。自分がシニアになってくると、

それも面白くなくなってきます。プレゼンや講演に興味がなくなり、むしろ若

い人たちに、自分がやった経験を書いて幅広く知らせる方が面白くなってくる。

それでテレビも、誘われて一時はいろいろ出てみたりもしましたが、言いたい

ことの 1 割も言えず、窮屈でした。それで、ずっと本を書いてきたのです。 

再編集能力が発展するネット時代 



 

―― 書き手として出版業界の変化について感じられていることはあります

か？ 

 

上山信一氏: 私はこれまで時事通信社の『地方行政』という専門雑誌で、専門家

向けの記事をたくさん書いてきました。それを束ねて再構成して本にしたり、

講演などで話してきた。そうこうしているうちにネット時代になって、本の書

き方が変わった。最近はメルマガとかブログを基にして、本でも見開きで一つ

の話が完結するスタイルになってきています。また、本のスタイルがデジタル

化しているのです。10 年ぐらい前に私が書いた本は、いわばドイツ風で、章立

てが非常にシャキッと構造化されていて、１章から読まないと分からない。最

近の本はどこを開いてもそこのセクションだけ読んでくださいみたいな、そう

いった作りに変わってきた。体験談も、プロジェクトの仕方、経過を時系列に

書くよりも、ここは肝だと思った話を切り取ってスナップショット的に出す。

今、日経ビジネスオンラインでやっているのもその実験。まさにスナップショ

ット的な提言で、面倒くさい話はいちいちレクチャーしない。それでいて世間

にある薄っぺらい改革論に横ヤリを入れる趣旨なんです。だからイライラする

読者も多いみたいです。「正統派の改革派じゃない」とか。すぐに「アメリカ



では」と言うような連中からすると、おかしいということになる。最近の米の

話なんかは、「どう見ても守旧派じゃないか」とも言われます。おもしろいの

は業界通の改革派と守旧派の両方から突っつかれること。でも、気にせず一般

の人が素朴に思っているところにストレートにはまるということを目指してい

ます。だから私がやっていることは、ずっと「裸の王様シリーズ」なんです。 

 

―― 電子書籍などが発展していますが、メディアの変化で読み方も変わってき

ますね。 

 

上山信一氏: 検索機能の存在が凄く大きいのだと思います。例えばヤギと休耕田

の話を書いたことがありますが、ヤギに関する本を検索すると、ほとんどが畜

産の本です。しかし１割は米作りに関するものだったり、検索すると新しい発

見が出てくる。ほかにも世の中の人のマインドシェアがどこにあるのかが分か

る。インターネットだとインタラクティブなコメントが返って来たり、知的活

動の相手が広がることは良いことだと思います。 

あと、今までは持ち運びやすさから新書や文庫がよかったけれど、電子ブック

になると 1 冊 2 冊という単位の意味がなくなる。電子ブックは、巻物みたいな

ものになるかもしれません。雑誌の連載シリーズみたいに、エンドレスに流れ

ていく。だからこうなるともう書籍か何かよく分からない。それから、日経 BP

オンラインの実験では、私が専門誌や本で書いた文章のエッセンスを抜き出し

て、再度一般向けに出していく。過去の文章の組み替えなんですが、今の文化

とデータにあてはめて出していく。あるいは行政改革とか農業政策というので

書いていた論文を、アグリビジネスという横軸でもう一回再編集して見直す。

そこに発見があったりするのでインターネットの活用で編集という概念も、変

わりつつあると思います。 

 

―― ブログや Twitter も開設されていますね。 

 

上山信一氏: あれは実は守旧派に攻撃されないのと、頭の固い新聞記者たちに誤

解されないようにするためです。まちがった記事に対してはきちんとあそこで

反論しておく。マスメディアから身を守るためのツールといった感じです。で



すが Twitter とブログには、あまり反応は期待していません。それに Twitter

は質がいまいちで、あそこに適当にコメントする人は、何を考えているのかよ

く分からないところもあります。 

 

様々な専門家とコンサルチームを作りたい 

 

上山信一氏: これからは著者の方がある意味、早く進化すると思います。書き方

としては、IT を使った書き方に変わっているわけです。最近の経験の話であっ

ても、トレンディーじゃないといけないし、ネットでわかる程度のことは超え

ていないといけない。だから必死になって再編集や取材をする。または自分の

頭の中でクローリングをやるとひらめきが出てくる。これからはチームワーク

でやらないと書けないことが増えるでしょう。私の連載記事でも、編集者とラ

イターの人がいる。ライターは一般人の素朴な疑問を投げかけてくれる。それ

にそって話の組み立てをやる。私はビジネスモデルという切り口で米だのアイ

スクリームだのについて、編集者としゃべっていく。編集者は売れるかどうか

を考える。この 3 人の組み合わせはもの凄くパワフルです。3 人で話している

と一見関係のないものがつながってきて過去のプロジェクトの倉庫の棚卸しを

やっている感じです。こうして新しいテーマで記事を書くと知らない人から反



応が来たりで、それでまた新しいテーマになって、その人と一緒に仕事をする。 

 

―― これから、ますます新たな活躍の場が開けてくるのではないかと思います

が、今後の展望などはありますか？ 

 

上山信一氏: ものごとには自然な流れというものがありますから、展望やビジョ

ンを立てるのはあまり好きじゃないんです。むしろ、それなりの蓄積があるの

で、その蓄積を使う意味のあるプロジェクトをしたいと思っています。組織を

相手に改革をやっていくということ自体は変わらないでしょう。ただ、チーム

ワークのメンバーはちょっと広げたいと思っています。私がこれまでチームを

組んでやってきたのは元マッキンゼーの人や弁護士、会計士や銀行員がほとん

どです。でも今後は医者や建築家、料理人、デザイナーなど、色々な職種の人

とコンサルティング的なチームを組みたい。面白いと思います。今までと全然

違う人たちとチームを組んで、建物を造るとか、お店の設計をするとか。あと

は逆に大きな国家戦略の見直しとかもぜひやってみたいです。 
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