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2019 年 1～6 月の主な論文・記事

１．執筆記事
（１）『上山信一の続・自治体改革の突破口』「日経 BP ガバメントテクノロジー」連載
・どうやって大阪は悪循環を脱したのか―橋下改革の 10 年を総括する（1）（1 月 10 日）
・どんな仕組みで大規模な改革が続けられるのか―大阪・橋下改革の 10 年を総括する（2）
（2 月 12 日）
・都市の『ビジネスモデル』を再構築―大阪・橋下改革の 10 年を総括する（3）
（3 月 11 日）
・若くして政治家をやめた人の活躍の場づくりを―実は政治の質を上げる近道（4 月 10 日）
・データがもたらす“事前行政”の時代－ジャンプスタートからヘッドスタートへの領域（5 月 10 日）
・自動運転は地域を変えるか？―今から考えておくべき 2 つのこと（6 月 10 日）

（２）その他
・数字で見る大都市大阪の復活（2019 年 1 月 11 日、Yahoo ニュース）
・最先端エストニア電子政府に日本ベンチャーが技術供与（2019 年 1 月 29 日、Yahoo ニュース）
・進化し続ける大阪の維新改革（2019 年 2 月 21 日、Yahoo ニュース）
・大阪の“知事・市長クロス選”は日本再生の分かれ目（2019 年 3 月 23 日、livedoor ニュース）
・政治家を辞めたら何をする（2019 年 4 月 10 日、Yahoo ニュース）
・やがて政府は”ハイリスク層”の生活を管理する？（2019 年 5 月 15 日、Yahoo ニュース）
・食による地域再生は南米の４シェフに学ぶべし（2019 年 6 月 24 日、Yahoo ニュース）

２．その他記事（コメント引用等）
・大阪に愛情最後まで堺屋太一氏（2019 年 2 月 11 日、産経新聞）
・ＳＦＣ ＣＬＩＰ 上山研究会について（2019 年 2 月 22 日）
・中部 9 県移住急増（2019 年 2 月 24 日、中日新聞）
・Investors do battle over Japan Hydro Power （2019 年 2 月 19 日、Inframation News UK）
・Baustelle Olympia (2019 年 6 月 1 日、Der Spiegel(独))

３．名前の引用等
・「水上会場移転綱引き」
（2019 年 3 月 15 日、毎日新聞）
・「他自治体業務の受託も視野に」
（2019 年 2 月 22 日、都政新報）
・「五輪会場当初案で落着」（2019 年 4 月 25 日、日経新聞）
・「大阪スマートシティ計画」（2019 年 5 月 18 日、朝日新聞）

１. 執筆記事

（１）『上山信一の続・自治体改革の突破口』
日経 BP ガバメントテクノロジー連載
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第 199 回 どうやって大阪は悪循環を脱したのか
――橋下改革の 10 年を総括する（その 1）
都市の勢いは各種の“業績指標”―失業率、生活保護率、犯罪発生率、学力など
―の変化を過去と、そして他都市と比べて分析すると一目瞭然だ。わが国で調子が
いいのは福岡、京都である。だが最も注目すべきは大阪である。各種指標が軒並み
底入れし、好転しつつある。背景に何があるのか。好景気やインバウンドの復活にも
助けられたが、官民を挙げての大阪自身の努力の成果が大きい。今回から 5 回にわ
たり、都市「大阪」の再生の軌跡を見ていきたい。
●“大阪問題”の悪循環から脱却
大阪は長らく三重苦（“大阪問題”という）に悩んできた。すなわち、企業の首都圏流
出、一人当たり所得の減少、さらにこれらに由来する税収減と財政赤字の拡大であ
る。
企業の業績が悪化すると住民の雇用と所得も悪化する。すると税収も減り、一方で
生活保護費など社会福祉の出費が増大する。それでますます財政が窮乏化する。そ
れでインフラ投資が遅れ、企業誘致などで不利に働く。
筆者は大阪府市の特別顧問として 2014 年に「改革評価プロジェクト」を統括した。そ
の際にはこの問題が浮き彫りになった。それから 4 年を経て、今回改めて評価したと
ころ、状況は大きく好転していた。“大阪問題”の三重苦は底を打ち、悪循環を脱しつ
つあるとわかった。
●経済指標と社会指標の変化
大都市の活力は企業に依存する。有力企業が地元にとどまり、利益を上げているこ
とが先決だ。それが雇用と所得の底上げ、ひいては生活保護、犯罪、学力など社会
指標の改善につながる。4 年前の大阪はひどかった。失業と生活保護が全国でも有
数に多く、それが離婚、犯罪、自殺等に直結し、“貧すれば鈍する”状態にあった。

今回、調べてみると企業収益、雇用、年収、健康、学力、犯罪などほとんどの指標
が好転していた。例えば景気動向指数は 09 年から全国平均を大きく上回る形で次第
に好転し、18 年 8 月には 130.9 と全国（102.7）を 28.2 も上回った。有効求人倍率も 13
年に1.0を超え、2017 年以降は全国平均を上回る。新規開業率も高く、2016年以降は
東京、愛知や全国平均を大幅に上回る。オフィスの空室率は底値から 76％も下がり、
直近では 2.96％だ。
3 大都市の地価上昇率では大阪市は 4 年連続 1 位を記録し、17 年には全国の上昇
率の上位から 5 位までを大阪市が独占した。大阪市への人口流入も続いており、
2017 年、大阪市は政令指定都市の中で最も人口流入が多かった。とめどなく増え続
けていた生活保護の対象者も 2012 年をピークに減り始め、全国平均との差が縮まり
始めた。平均寿命と健康寿命も大阪は全国でも最下位に近かったが、それぞれ伸び、
全国平均との差が縮まり始めた。小中学生の学力テスト（数学・国語）の結果も好転
し始めた。犯罪も 08 年の約半分に減った。そして府市の財政状況も依然、苦しいもの
の大幅に改善した。
（参考情報）
大阪府市 副首都推進本部会議 資料
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/27077/00309833/shiryo6-1.pdf
●4 年前よりも成果が明確に
こうした大阪の好転は、やはり「大阪維新」（08 年 2 月の橋下知事就任から今日まで
の一連の動き）に由来するところが大きいと思われる。大阪府と大阪市の政治はこの
10 年間、おおむね大阪維新の会が主導してきた。同会が進めてきた改革は、たとえ
ば府議会の定数を 2 割削減するなど大胆なものが多い。改革の対象も、いわゆる行
政改革にとどまらない。教育や子育て支援策など国の政策改革を先取りした見直し
や、長年滞っていたインフラ投資（鉄道新線建設や延伸）の再開など膨大な範囲とボ
リュームにのぼる。今回の改革評価の作業も府市の事務方と筆者が共同して行った
が、ほぼ半年以上かかった。
府市が作った前回 14 年の改革評価では、「補助金や人件費の抑制など役所の改
革、いわゆる行政改革は結構進んだ。しかし役所の外の大阪の街はまだまだ大変な
状態」という総括がされた。だが、その後は 2015 年の再度のダブル選挙（橋下市長が
退任し、吉村市長と松井知事の体制が誕生）以降、府市が一緒になって様々な都市
の経営課題に取り組んできた。今回 18 年の改革評価ではその成果が数字で確認で
きた。
●改革は 10 年で 3 段階に進化
この 10 年間の経過を見ると、首長選挙ごとに改革のレベルが進化した。最初の「改
革 I 期（08～11 年）」は橋下知事の誕生に始まり、まずは大阪府庁が自らのあり方を

正すこと、すなわち役所の仕事のやり方の改革と財政再建に取り組んだ。ただし、大
阪の活力の要となる関西空港の再生と教育改革の 2 つには早くから着目し、国も巻
き込んだ制度改革案や関空伊丹の経営統合を導いた。
やがて橋下知事は大阪の都市問題は府庁だけでは解けないと考え始める。転機は
大阪市との水道事業の統合協議の決裂だった。11 年秋のダブル選挙では松井知事
と橋下市長のツートップ体制が実現し、「改革第 II 期（11～15 年）」に入る。松井知事と
橋下市長がツインエンジンになり、府と市の足並みをそろえ、カジノを含む統合型リゾ
ート（IR）の推進や産業政策などが動き出した。同時に大阪市の地下鉄、府と市の水
道、下水、大学などの経営形態の見直しが始まった。
それが「第 III 期（15 年～18 年）」に形となった。例えば地下鉄は 18 年 4 月に民営化
され、上下水道のコンセッション（運営権の民間委託）や府市の大学統合も決まった。
つまり「第 III 期」の橋下市長時代に設計された民営化改革や統合の案件が吉村市長
の時代に入って実現した。
このようなツートップを中心とする大阪府市の一体感は、対外的にもプラスに作用し、
国際博覧会（万博）や 20 カ国・地域（G20）首脳会議の誘致、そして今後の IR 誘致にも
つながりつつある。ちなみに、万博や IR で注目したいのは、目先の経済効果よりも大
阪の経済を国際経済と直結させる契機としての意義である。大都市大阪の命運はグ
ローバル経済といかにつながるか、にかかっている。G20、万博、IR の 3 つをホップ・
ステップ・ジャンプとして、そして関空をテコに海外の経済成長と大阪のまちをつない
でいく。そういう意味の戦略展開の準備が整いつつある。
●今後の課題
しかし、いい循環の定着は簡単でない。次の「改革第 IV 期（2018 年～）」では特に海
外からの民間投資の呼び込みが重要となる。世界の経済は“石油と電気”の時代か
ら“シリコンとデータ”の時代に転換しつつある。これにつながる企業と高度人材を内
外から呼び込んでくる。そういう高度人材が魅力的に思うまちづくり、そして地元の人
材の育成をする。「改革第 III 期」はインバウンドの観光客に支えられ、大阪の経済は
活性化した。しかし「改革第 IV 期」では海外の先端企業が大阪に投資し、一緒にビジ
ネスをする流れをつくっていく必要がある。さもなければ、各種指標をさらに好転させ
るのは難しい。
●ツートップを一元化する制度改革が必須
この 10 年は地域政党の「大阪維新の会」を旗印に、首長 2 人が同じ方向を向き、大
阪市役所と府庁が一緒に動けた。しかしこれはたまたま両首長が同一会派から出て
おり、そして両者の関係が良好だったからだ。今後、もし政治信条が異なる知事と市
長になると、たちまち崩壊する。ツートップの連携体制を制度として定着させるにはや
はり府市の統合、つまり「大阪都」構想の実現が必要となろう。

●府民生活の充実と市町村との水平連携
さらに「改革第 IV 期」で取り組むべき課題は、大阪府と大阪市がその他の市町村と
連携し、あるいはテコ入れし、大阪全体を底支えしていく仕組みづくりである。例えば
救急、消防、水道は東京では東京都の下にほぼ一元化できており、スケールメリット
が出ている。しかし、大阪では市町村ごとにばらばらで効率が悪い。
大阪府庁と大阪市役所はこの 10 年でかなり変わってきた。しかし周辺の市町村の
中には昔のままで遅れたところもある。これらは府がリーダーシップを発揮し、大阪市
の優れた実務家部隊の助けを借りて府市が一緒に引っ張っていく。そういう意味では
「改革第 III 期」までの府市連携に加え、「改革第 IV 期」では、市町村間の水平連携に
視野を広げていくべきだろう。それが経済の活性化の恩恵を広く住民生活に行き渡ら
せていく（トリクルダウン）うえで大切になってくる。

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆────────────────
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第 200 回 どんな仕組みで大規模な改革が続けられるのか
――大阪・橋下改革の 10 年を総括する（2）
前回は過去 10 年強の改革で大阪の社会と経済の各種指標が大幅に改善したこと、
そして背景には 2008 年以来の大阪府・大阪市の「維新改革」があると指摘した。今回
は大規模かつ徹底した改革を 10 年以上も持続できるメカニズムを考える。
●地方自治史上、最大スケールの改革
大阪の維新改革は“行政改革”の域をはるかに超えた都市改造の運動である。具
体的には次の 5 点で他の自治体を大きく凌駕（りょうが）する。
第 1 に役所のスリム化（「予算や組織の削減」）にとどまらず、当初からメリハリをつ
けた積極投資（特に交通インフラ、教育・現役世代支援）をしてきた。
第 2 に長期にわたり、とめどなく行政の全領域で抜本改革を続けている（地下鉄民
営化や相対評価人事制度の導入から公園・動物園のサービス改革などきめの細か
なものまで）。
第 3 に「都構想」をテコに自治体側の発案で地方自治制度（政令指定都市制度な
ど）の改革に挑んでいる。
第4に大阪府議会、大阪市議会で地域政党「大阪維新の会」が最大会派として両首
長を支え、しかも同会は国政にも進出している。そして改革の現場経験を基に国に対
して各種制度（特に教育・生活保護等）の改革を迫っている。
第 5 に改革の触媒として随所に外部人材を活用する。例えば市営地下鉄・バスの
民営化に先立ち、私鉄から交通局長を登用した。一部の部局長や区長にも公募で民
間出身者を数多く採用した。さらに経営コンサルタントや会計士、弁護士、研究者など
民間企業と研鑽してきた各種プロフェッショナルを特別顧問や特別参与として使った。
知事、市長、地元議会、国会議員がそろって国に対し、全国一律かつ時代遅れの

各種政策の見直しを迫った。その結果、政令指定都市制度を見直す法律改正を実現
し、「都構想」の住民投票（15 年 5 月）にこぎ着けた（さらに 2019 年中に 2 度目の住民
投票が行われる可能性がある）。これらを総合すると「維新改革」は、もはや自治体改
革の域を超えた地域再生運動、いや「革命」とすら言ってよいかもしれない。
●構造的欠陥――府と市の“二重行政”と“ふし（府市）あわせ“
「大阪維新」の政治的原動力はもちろん、「維新改革」への住民の圧倒的な支持で
ある。当初は橋下徹氏の才覚と大衆的人気（集票力）が大きかった。しかし目に見え
る改革と実績が積み上がり、最近では「維新体制」への信頼に変わってきた。
しかし、大阪維新の会が改革に執心し、また長期にわたって政治エネルギーを結集
できる特殊事情がもう一つある。それは“二重行政”と“ふし（府市）あわせ“に由来す
る大阪府と大阪市の分断と対立の歴史である。
大阪府・大阪市は、ともに大都市の経営体として不完全である。府の権限はドーナ
ツのように大阪市域の外に限られ、市は逆に地元の小さな課題に専念しがちだった。
それでいて大阪市は政令指定都市であるため、一部で府の権限も持ち、狭い大阪の
中で“二重行政”の無駄が生じた。
例えば公立大学も浄水場も、大阪府と大阪市のそれぞれが投資をした。そのため
分散投資となって効率が悪く、しかも重複の無駄がある。加えて、両者は都市計画か
ら企業誘致まであらゆる分野で長年対立し、“府市あわせ”といわれてきた。
かくして大阪維新の会は、府と大阪市の“分断と対立”という致命的課題を解消すべ
く都構想を掲げて実現を訴え、高支持率を得てきた。
●都構想を先取りする 2 トップの連携体制
しかし、「都構想」の実現を待っていては、大阪は衰退する一方である。そこで 2011
年秋のダブル選挙以降は、知事と市長の密接な連携に加え、府庁と市役所が合同
で府市統合本部（現在は副首都推進本部）を設置し、広域行政を一本化してきた。
分散投資になっていたインフラ投資も見直した。府市共同で検討し、広域的な視点
から鉄道、空港、道路のあり方を見直し、滞っていたインフラの整備計画が一気に動
き出した。さらに、同一規模で並立していた府立と市立の大学や信用保証協会、公設
試験場、公衆衛生研究所などが次々に経営統合された。こうして、外部機関の府市
統合が都構想よりも先行して実現した。また地下鉄・バスの民営化、市立病院の独立
行政法人化や収支改善も実現できた。
このように大阪の維新改革では、地域政党「大阪維新の会」が大都市・大阪の構造
的欠陥である府市の分断と対立の弊害の解消を住民に訴え、その解決策として「都

構想」を掲げた。そのことで目に見えない構造課題が“見える化”され、そして“結晶
化”（シングルイシュー化）できた。そのうえで知事と市長の 2 トップ連携体制をフル稼
働させ、府市協調によるインフラ投資、万博誘致、そして大学や研究機関の統合を行
った。これはすなわち都構想の成果の一部を先取りして「見える化」したことに
なる。
こうして維新改革では、大阪の衰退の根本原因である府市の分断と対立という構造
的欠陥を逆に改革のパワーに昇華させてきた。
以上、まとめると、10 年強にもわたる維新改革を支えてきたのは、第 1 に地域政党
「大阪維新の会」という”イノベーション”、第 2 に「都構想」という看板政策（シングルイ
シュー）、そして第 3 に傑出した政治家橋下徹氏の存在といえよう。
（次号に続く）

─◆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
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第 201 回 都市の「ビジネスモデル」を再構築
――大阪・橋下改革の 10 年を総括する（3）
前 2 回は、最近の大阪の社会・経済指標の回復が著しいこと、背景に地方政党「大
阪維新の会」の存在があること、そして大阪府と大阪市の二重行政が都市の衰退の
元凶であることを述べた。今回は視点を変え、最近の改革の動きが実は人工的な新
興都市の DNA に由来する本能的な動きであることを見ていきたい。
●政治に翻弄される商都の危うさ
大阪は「商都」と呼ばれる。江戸時代、天下の台所と言われたことに由来するようだ。
だが都市としての歴史はもっと古く、しかも繁栄と衰退を繰り返す波乱万丈の歴史を
たどってきた。都市としての成り立ちも人工的だ。大化の改新後の 652 年に（前期）難
波宮が開かれたことに始まる。革新的政治が行われたようだが、火災等もあってや
がて都は飛鳥に移る。だが奈良時代には、再び副都（後期難波宮）となった。当時の
大阪は渡来人との交流の拠点、中国・朝鮮との交易の要衝だった。しかし、その後、
大阪は再び衰退する。
だが、豊臣秀吉が大阪の地理的可能性に着目し、1583 年に大阪城を築城する。各
地から商人を集め、城下を新開地として開発し、徳川幕府にも受け継がれ繁栄した。
だが明治に入ると再び衰退する。それから苦労して工業都市に脱皮し、昭和初期に
は東京を上回る都市になった。だが、空襲で再び荒廃し、戦後の復興を経て盛り返し
たが大阪万博の 1970 年ごろがピークだった。その後はずっと衰退の途上にあり、最
近やっと底入れしつつある。
●「ぼーっとしてたら食べていかれへん」
なんとも浮き沈みの激しい、底の浅い街である。ちなみに筆者は大阪生まれの大阪
育ちだが、こうした大阪のもろさは大阪人の間で代々、語り継がれてきた。私も幼少
期から「大阪は京都や東京と違う。ぼーっとしてたら食べていかれへん」と言い聞かさ
れてきた（だから、頑張って大阪の改革を支援してきたわけだ）。

なぜそんなにもろいのか。要は、たまたま京都の下流に位置する港町だっただけの
街である。水運がダメになれば衰退するし、政治との距離次第で運命は変わる。時々
の試練を人々の才覚と努力で乗り越えるしかないのである。
大阪は衰退にひんするたびに改革者が現れ、再生してきた。古くは豊臣から徳川へ
の転換があったし、明治維新には両替商等の商業から繊維工業、そして軍需産業
（砲兵工廠）に転換した。戦後は家電など民需に転換した。それが衰退した今、次は
経済のグローバル化に必死で取り組み始めている。
●明治に入って都市の「ビジネスモデル」を大転換
大阪が過去に直面した最大の危機は、明治維新で天下の台所の地位を失ったこと
であろう。大阪は 3つの大きな変化に見舞われた。第 1に幕府の崩壊と京都から東京
への遷都、第 2 に東海道線の開通による船から鉄道への転換、第 3 にアジアを中心
とする海外交易の本格化である。加えて、大名たちに借金を踏み倒され、大阪は一
気に衰退する。
だが大阪商人たちは英国の紡績技術を輸入し、繊維産業を育てた。また明治政府
と交渉し、造幣局や砲兵工廠を誘致した。前者からは化学の技術を、後者からは機
械や電気の技術を学び、工業都市への転換を図り、やがて大正期には「東洋のマン
チェスター」と称されるほどになる。
この間、大阪市は役所らしからぬ積極的なインフラ投資を行った。大阪港の近代化
投資（築港事業）を行い、アジア交易に備え、さらに 1930 年代に関一市長のもとで御
堂筋の大拡張工事と地下鉄建設を完成させた。こうした公共投資は、まさに商都から
本格的な産業都市へのビジネスモデルの転換を図るものだった。
●都市軸を東西から南北に転換
中でも極めて重要なのが、御堂筋をはじめとする南北道路（筋）の拡張だった。大阪
の街はもともと東側の大阪城と西の大阪湾をつなぐ東西軸を基本にできていた。また
物流も海から淀川、京都に至る東西の運河が重用された。だから道路も通常は東西
軸が主要道路の「通り」と呼ばれ、南北の道はいずれも「筋」とされ、幅員も狭かった。
だが、鉄道の時代になり、東海道がかつての北前船などの航路に変わる国土軸と
して急速に発展しはじめる。ところが、大阪駅は市の北端に位置し、このままでは大
阪は国土軸から外れて寂れてしまう。だから大阪駅から南下する御堂筋の拡張と地
下鉄御堂筋線の建設は文字通り、生命線を再構築する作業だった。また街全体を東
西軸ベースから南北軸ベースに変える都市の大改造だった（その後、南北を走るそ
の他の「筋」も一様に拡張された）。
●70 年代以降、再び衰退期へ

さて、戦後は戦前に蓄積した工業技術が基礎となり、多種多彩な企業に恵まれた。
ところが 1964 年の新幹線の開通、その後の東名・名神の高速道路の開通を機に大
阪は再び、衰退の道をたどり始める。全国の GDP（国内総生産）に占める比率はじり
じり下がり、昨今は 7％程度にまで落ち込む。また大企業の本社が東京に流出した。
明治維新、戦災に次ぐ三度目の危機にひんし、大阪が起死回生策として取り組ん
だのが関西国際空港の建設だった。明治の危機は、航路から鉄道・道路への転換だ
った。今回は陸から空、国内から世界への転換である。24 時間空港が必須だと見抜
いた先人の慧眼（けいがん）は大したものだが、その後は苦難の連続だった。第 1 に
立地を巡って紆余曲折が続いた。第 2に通常は国費で賄う海上空港の埋め立て費用
の一部を空港会社が負担することになった、第3に1994 年の開港後は利子負担に由
来する赤字に悩んだ。
●明治維新と大阪維新
そんななか、大阪維新は2008年に始まった。橋下知事が優先して取り組んだのが、
財政再建、空港問題、そして教育改革の 3 つだった。前回の連載で私は、大阪維新
はいわゆる行政改革をはるかに凌駕（りょうが）する「革命」だと述べたが、もうおわか
りだろう。関西空港の再生と教育改革は 21 世紀を支える都市のビジネスモデルの再
構築の作業だった。
関西空港の再生は橋下改革がなしえた奇跡的偉業の一つといえると思う。関空の
低迷について、当初は国はさほどの問題意識を持っていなかった。もともと成田空港
の補完という意味もあったのだが、その後、神戸空港ができたこともあり、「３つもある
のは無駄遣い。関西のエゴ」という批判すらぶつけるありさまだった。それが橋下知
事の奇策ともいえる「伊丹廃港」発言を機に、一気にナショナルアジェンダとなった。
やがて議論は熟し、伊丹空港の民営化と関西空港との経営統合が決まり、ついに関
西空港は赤字と稼働率の低迷から脱した。
このように、維新改革は、実は古来、何度か行われてきた“底の浅い街”の大阪が
自覚して取り組んできた都市のビジネスモデルの転換の作業だったといえる。

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆────────────────
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第 202 回 若くして政治家をやめた人の活躍の場づくりを
――実は政治の質を上げる近道
統一地方選挙、参院選と今年は選挙が続く。最近は若手を中心にビジネスから議
員や首長に転身する方が増えた。政治を刷新する上では結構なことだ。一方、若くし
て政治家を辞める人もいる。
政治家とは「辞めてしまえばただの人」、引退したら一般人である。秘書も車も肩書
も一切なくなる。昔は知事や市長も天下りをした。公立大学の理事長や美術館長、あ
るいは各種協会の長といった名誉職である。長老議員にも一部天下りがあった。だ
が最近は天下りはまれだ。若くして公務を終えた政治家たち（特に 35 歳から 50 歳くら
い）を社会はどう受け入れるべきか、考えてみたい。
●受け入れる企業側の戸惑い
もともと弁護士や自営業だった方は前職に戻ればよい。あるいは公務の延長で
NPO 経営や大学教授、福祉系の仕事に就かれる方も一定数おられる。だが多くの元
サラリーパーソンは、政治家を辞めるとまたビジネスに戻る。つまり就活か起業をす
ることになる。もともと世渡り上手な人が多いし、中には落選中に生活の糧を得るす
べを身に付けた方も多い。結果的にほとんどの方がたくましくアフター政治家の人生
を切り開いておられる。
一方、受け入れる側の企業はどうか。オーナー系やベンチャー系は積極的に受け
入れる。だが多くの一般企業では「アフター政治家」の受け入れに戸惑いがあるよう
だ。「政治色がつくと株主総会が心配だ」「取引先の官庁が嫌がる」「非営利の経験は
会社では有用でない」といった懸念がなきにしもあらずだ。逆に「口利きが頼める」「法
改正を働きかけてくれる」「官邸や役所とのコネに期待」といった過大（あるいは誤解）
な期待も耳にする。「アフター政治家」の採用は、どういう視点で行うべきか。
●自治体、特に市町村の元首長は経営能力が高い
市町村長の仕事は現場で実際に人やモノや資金を動かす実務が多い。民間企業

での実務経験が役に立つし、逆に市町村長の経験者は企業の経営にも向いている。
また市町村長の場合、福祉から道路まで幅広い分野を経験する。いろいろな業種と
の付き合いから、豊富な実務経験を磨ける。特に市町村長で 2 期以上を経験された
方はお買い得だろう。
なぜなら、再選されたということは役所で部下をちゃんと使い、組織を動かし選挙も
こなせた証拠であり、実務能力は高い。唯一、チェックすべきはプライドが高すぎない
か、人との接し方はどうかという点だろう。というのは市町村長は独裁者に近い。選挙
の洗礼は受けるが、それ以外の期間はオーナーのようなものである。まれだが、プラ
イドが高すぎる、パワハラ傾向があるなどのリスクはあるのでチェックをしたい。
●政策通といえるか
元政治家はどれくらい政策に通じているか。これは経験した役職と個人による差が
大きい。知事は人による。現場に疎く、部下に任せていただけ、いわゆるおみこしに
乗っていただけの人もいる。しかし市町村長は実務能力がないと厳しい。「タレント市
町村長」がいないゆえんである。特に市町村長を長くやった人はかなりの政策通であ
る。国の制度や予算と現場の実態の両方に精通している。
議員はどうか。国でも自治体でも与党の政策担当を経験した議員は有能だ。与党
だから役所の情報がかなり入手でき、実際の政策や予算策定にも関与してきた。こ
れに対して野党は弱い。行政側が警戒し、与党ほど精度の高い情報を提供しない。
実際の政策形成に関与することも少ないので、実務能力があまり磨かれない。
もちろん人によるし、中には学者的に研究熱心な方もおられる。だが普通に野党議
員をやっているだけでは、あまり経験が積めないといえよう。ちなみに民主党政権の
ときに閣僚になった人たちがあまり機能しなかった印象がある（元官僚は除く）が、背
景にはこういう事情もあるように思う。
ただし、一般論だが組織政党（たとえば公明党や共産党）はやや違う。もともと組織
基盤があって、その中から素質のある人材が厳選されて議員になっている。主義主
張が割合はっきりしていて、それに基づく会派内での勉強会、機関誌関連の仕事を
通じた学習も盛んである。
●政治家をして磨かれるビジネススキルは何か
さて、たとえば会社で中途採用の公募をしたら「大学を卒業後、サラリーマンをやめ
て議員を 10 年しました。またビジネスに戻りたい」という 40 歳男性が現れたとする。こ
の方の議員生活 10 年をどう評価すべきか。実務から離れた空白期間と見るか、濃密
な体験と見るか。
評価したいのは個人で事務所を切り盛りし、支持者を組織化してきた個人商店の経

営者としてのスキルである。資金集めはベンチャーのスタートアップと同様、腕力が必
要だ。当選間もないころに先輩議員にいろいろ教えてもらって事務所を立ち上げるの
もたいへんで、これは起業体験である。
一方で議員の活動には企業のサラリーマン的要素もある。例えば会派で要職を得
ていくのは出世の階段を上るのと同じことだ。たまには理不尽な先輩やいじめもあろ
う。いろいろな意味で鍛えられる。
●消費者との対話
政治家の数多くの有権者と接した経験はたいへん価値がある。常に人に見られて
きたので、話し方や人との接し方がこなれてくる。特に営業やクレーム対応に向いて
いる。また、物腰の柔らかさから、例えば消費財や証券、生命保険などで、多種多彩、
さまざまな雇用形態の営業パーソンを束ねる支店長、労使交渉などにもうってつけだ
ろう。
社内や交渉のコミュニケーション能力も高い。議場での丁々発止は交渉術そのもの
だし、演説をするのでプレゼンテーションがうまい。当選を重ねるには日ごろからの地
味な地元活動や機関誌の編集もする。マーケティングや企画力も磨かれてくる。
一言でいうと議員生活の期間は、起業してベンチャーを経営していたのと同等の評
価をしていいと思う。ただし、再選しなかった、あるいはいわゆる組織政党に属してい
た、二世議員などは少し割り引いて見る必要がある。
●ネット上の誹謗中傷は気にしない
さて「政治色」の問題をどう考えるか。政治家に限らず、学者やジャーナリストなど誰
でも政治に関係し、大事な政策形成に関与すると必ずといっていいほどネット上で誹
謗（ひぼう）中傷を受ける。あるいは週刊誌や怪文書で批判される。内容的には妥当
なものもあるが、単なる誤解が多いし、反対勢力が意図的に流すデマもある。
これを見て「政治色」を恐れ、元政治家の採用を躊躇（ちゅうちょ）する企業がある。
確かに会社組織としては政治から距離を置き、中立でいたいだろう。しかし、これらを
気にして有能な人物を遠ざけるのは間違っている。いわゆる「政治色」、スティグマ（レ
ッテル貼り、偏見）は政治活動にはつきものだ。むしろ有能な政治家であればあるほ
ど、ネット上では賛否両論の評価が出回る（しかも否定的なものが多い）。あれはある
種の嫌がらせでもあり、それをいちいち気にしてはならない。
民主主義とは究極は多数決である。また議会は社会の究極の利害調整の場であり、
会派と会派のぶつかりあいは必須である。世が世なら戦争や決闘で決めていたこと
を議員たちが私達の代わりに議場の口論と議決で決める。だから議員はけんかをす
るのが仕事である。誹謗中傷は勝負を挑んできた脛（すね）の傷のようなものだ。

ともかくデマ、誹謗中傷、怪文書に惑わされない。経営者が本人にまずは会ってみ
るべきだ。そして疑問があるなら、面と向かってデマの真偽を当人にズバリと聞くこと
が大事だ。
●新陳代謝が政治の質を上げる
アフター政治家の再就職促進は、社会全体で取り組むべき課題だ。なぜなら、当選
して政治家になっても辞めた後の人生が描けないとなると、有能な人物は政治を志さ
ない。また、アフター政治家の道筋が見えないと、現職がなかなか辞めない。すると
選挙で当選し続けることが自己目的化する。揚げ句の果てに族議員になって利権の
媒介業に手を出しかねない。
政治家の新陳代謝を促すためにもアフター政治家のキャリアデザインが大事だ。若
くして選挙に出て数年、公務に就く。その後、またビジネスなどほかの世界に有利な
形で行けるのが理想だ。そうでないと政治と民主主義の質が上がらない。
もしかしたら不謹慎と思われる事例かもしれないが、このメカニズムは実は自動車メ
ーカーの工夫に通じる。各メーカーは新車を売るのに負けず劣らず、中古車の流通
促進に熱心だ。なぜなら新車に買い替えてもらうには、中古車が高い値段で買い取り
されなければならない。そのために中古車市場を活性化させる、最後は途上国にも
積極的に中古車を輸出する。
事情は住宅などでも同じだ。プライマリーからセカンダリーへ、その次へと多段階の
流通市場が活性化することで新陳代謝が進み、全体の質が上がっていく。
その意味で日本の民主主義の質を上げる近道は、実は、有能で若い元政治家たち
が退任したあとで社会のさまざまな場所で活躍できる場を作ることかもしれない。

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆────────────────
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第 203 回 データがもたらす“事前行政”の時代
――ジャンプスタートからヘッドスタートへの領域拡張
現代は「石油からデータへ」という文明の大転換期だといわれる。企業経営はいわ
ゆるデジタルトランスフォーメーションで激変が予想されるが、政府の役割はどうなる
のか。楽観論はエストニア型の便利で透明性の高い“e-デモクラシー社会”の実現で
ある。一方でジョージ・オーウェルが小説「1984 年」で描いたように政府が IT を駆使し
て個人の生活を監視する時代になるという悲観論もある。今回はデータの時代の政
府と社会の関係について考えてみたい。
●企業が顧客を逆選択し、行動も誘導
IoT（インターネット・オブ・シングズ）とデータの時代には個人の行動や性癖に関する
データが大量に得られ、その使い方次第では大きな資産となる。例えばリストバンド
は本人の自覚よりも早く脈拍の異常を把握し、病気の予兆を知らせてくれる。家族の
購買データを AI（人工知能）で分析すると教育熱心か、食生活が健全か、趣味嗜好は
どうかなど潜在ニーズが読み取れる。
ビジネス分野でのデータ活用は、今のところはリコメンデーション、つまりもっとモノを
買ってもらうための働きかけの材料つくりが中心だ。だが、そこからさらに踏み込み、
データを個人にまつわる将来のリスクを予見し、融資の可否や金利や損害保険料の
決定に使う動きが出てきている。これは実は「品定め」とは逆に「客定め」にデータが
使われる時代に入ったことを意味する。これを推し進めるとリコメンデーションや警告
（例えば、乱暴な運転を続けたら保険料が上がりますよという警告）を出し続けること
で、企業が消費者の行動を間接支配する動きにつながるだろう。
ちょっと恐ろしいが、企業が相手の場合はまだよい。個人側が自分のデータはみだ
りに企業には渡さないと決めてしまえばおしまいだ。企業にデータを全く出さないと経
済的に損をしたり、一部の商品やサービスが入手できなくなったりするかもしれない
が大した損失ではない。実際に、海外では現金お断りの店があり、高速道路も ETC
（自動料金収受システム）レーンしかない場合があるが、生きていけないほどの不便
さではない。要は個人は自分のデータを特定の企業には出さないと決めればそれま

でだし、そういう顧客向けに別途サービスする企業も出てくるので特に悲観する必要
はない。
●政府がデータを握るとどうか
さて問題は政府が個人データを積極的に使い始めるリスクである。政府は企業と異
なり、個人データを強制的に入手できる存在だ。例えば税務署は所得や経費の情報
を入手しているし、健康保険の運営主体も個人の健診、受診データを入手できる。さ
らに学力テストの成績、交通違反の履歴、転居歴、転職歴など政府はその気になれ
ば、かなりの個人データを集積できる。そもそも犯罪捜査ではすでに警察が合法的手
続きを踏んでこれに近いことをしている。
今のところ、政府は個人のプライバシーを守らなければならないと法律が義務付け
ている。しかも幸か不幸か、役所は縦割りだから各種データを集めて統合し、特定の
人物像をあぶり出す作業は簡単ではない。だが今後、マイナンバーが普及し、行政
サービスにもID番号が振られるようになると、使える個人データはどんどん充実し、ま
た加工しやすくなる。すると社会問題の未然防止、社会運営コストの削減の大義の下
で、政府が「ハイリスク層」を対象にデータを駆使した生活管理を始める可能性が出
てくるのではないか。
●ジャンプスタートからヘッドスタートへ
実は 20 世紀に入ってずっと、政府は将来の社会コストを下げるために個人の生活
への“事前介入”を拡大してきた。典型例は国民教育と国民皆保険である。前者は親
に任せず国家が国民全員に同じ教育を施すことで民度を上げ、労働力の質を上げ、
ひいては貧困やそれに由来する犯罪などの抑制を図ってきた。また有権者としての
資質を育て、民主政治の基盤としてきた。国民皆保険も同様だ。将来に向けた生活
の不安を取り除くことで社会全体の安定をもたらしてきた。
教育分野では近年、さらに早期からの“事前介入”が進み、教育開始が低年齢化し
ている。これは学力を上げるにはなるべく早く、幼児の頃から鍛えた方がいいという考
え方による。米国で発達したこの考え方は、しばしば「ジャンプスタートからヘッドスタ
ートへ」といわれてきた。ジャンプスタートとはバッテリーが上がってしまった車を他の
車から給電する応急措置のことであり、ヘッドスタートとは前もって準備して取りかか
ることをいう。保健分野でも同じだ。最近は治療から予防への掛け声のもと、行政でも
企業でも病気にならないカラダ作りに力が入れられている。
●「予防＆リスク管理」への公共の範囲拡大
こうした流れは、今のところは将来、問題を引き起こす可能性の高い特定個人を抽
出してあらかじめ特殊な措置を講じることまでには至っていない。民主政の行政サー
ビスの原則では、すべての人を平等に扱わなければならないからだ。また特定個人

の行動に介入したり高いリスクを見つけたりできるほど精度の高いデータも入手しに
くい。
だが、いつかそれが可能になる。そうなったときに民主政の多数決の原理でものご
とを決するとどうなるか。少数のハイリスク層を対象に未然予防措置を講じよう、それ
が本人にとっても社会にとっても正義だという議論にならないか。この問題は実は生
命倫理の問題に似てくる。とてもナイーブなテーマだが、政府のデジタル化は民主政
のもとでの政府と個人の距離、ひいては社会契約説の見直しという大きな課題に突
き当たるように思える。
（お知らせ）こうしたデータと行政の関係を考えるために 5 月 7 日に DMM オンラインサ
ロン「街の未来、日本の未来――対話とデータで地域を変える」を開設しました。ご興
味ある方は以下を参照ください。
https://lounge.dmm.com/detail/1745/

─◆執筆者・上山信一(うえやま・しんいち)◆────────────────
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第 204 回 自動運転は地域を変えるか？――今から考えておくべき 2 つのこと
各地で自動車の自動運転の実証実験が始まっている。また自動車産業の周辺で
は「2025 年までにはロボタクシーが走る」「トラックが深夜の高速道路を自動で走る」と
いった未来予測が盛んだ。自動運転の技術の進歩は著しく、ほぼ完成している。あと
は路上での安全性の検証、法規制の整備、そして経済性の見通しが立つのを待つ
ばかりだ。
●各国で異なるニーズ
自動運転は確かに便利だが、実用のニーズには地域差があるようだ。米国人はマ
イカーの代替である。なぜならマイカー通勤が普通で、しかも運転時間が長い。一人
で割合長い距離を走るから自動になると助かる。マイカーだから 4 人乗り以下の小さ
い車のニーズが強い。
欧州人はエコロジー思想の影響もあり、都市からマイカーを減らしたいと考える。エ
コの視点からマイカーの台数を減らし、公共交通に変えていきたい。その切り札として
カーシェアリング、自動運転、そしてMaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス）の3つがセッ
トで期待を集める。
MaaS が実現すると、例えば月額 5000 円ほどで地下鉄、トラム、バス、シェアバイク
が乗り放題になり、さらにそこに家までの足のラストマイルの手段としてカーシェアな
どが付いてくれば、マイカーを持つより安上がりだ。現状ではラストマイルで公共交通
機関は使えない。マイカーがないとタクシーでは高過ぎる。歩くか自転車かカーシェア
（数人から 10 人程度）となる。しかしカーシェアに運転手を使っていては割高に過ぎる。
そこで自動運転が期待を集める。
●日本では運転手不足の切り札
日本はどうか。米国ほどマイカー通勤はしないし、脱マイカー思想も欧州ほど強くな
い。日本ではおそらく営業用の車の運転手不足への対策として自動運転が期待され
るのではないか。典型的には、高速道路を走るバスやトラック、そしてタクシーなど

だ。
現在は運送事業者のコストの半分近くが人件費だ。自動運転になると人件費が激
減するので、乗客が少なくてもバス路線を維持できたり、稼働率の低い過疎地でもタ
クシーが成り立ったりする可能性が出てくる。さらに今まで足がなかったラストマイル
の手段として自動運転でオンデマンド型サービスが成り立つと、高齢化社会に対する
処方箋となりうる。
●限りなくタクシーに近い「パブリックカーシェアリング」
「自動」の意味は単に運転手がいないというだけではない。AI（人工知能）が制御し、
最適なルートとダイヤを割り出し、他人との相乗りだが待ち時間が短く、時にはリクエ
ストに応えて来てくれて、しかも安いというサービスを提供してくれる。例えば住宅地を
10 人乗りのバンが常時巡回している。各家庭からあるいは個人が最寄りの駅からス
マートフォンで乗りたい時刻、行き先を入力すると、「あと何分で着いて、何分かかっ
て目的地に行ける」かが提示され、「OK」を押すとそのリクエストを反映したルートで車
がやってくる。
AI だからどんどん機械学習をして、月曜の朝 8 時は B 地点から C 地点に行く需要が
激増するが、10 時を過ぎると全くなくなり、代わりに E 地点から C 地点への移動が 5
～10 分おきにランダムに発生する、といった予測に沿って車を配備してくれる。それで
迅速にニーズに対応できる。
これは「パブリックカーシェアリング」とでもいうべきサービスだが今後、海外の各地
で実験が始まる。こうなるともう公共交通とマイカーの違いがなくなってくる。タクシー
やマイカーは行き先、ルート、車内空間が独占できる。そして公共交通では必ずルー
トとダイヤが決まっていて他人と相乗りが原則である。「パブリックカーシェアリング」
はこのどちらでもない新しいサービスになるだろう。
●誰が事業者になるのか
「パブリックカーシェアリング」は誰が運行するのだろう。筆者は必ずしも既存の交通
事業者に限らないと思う。なぜなら事業形態としては学校や催事の送迎バスに近い。
例えばショッピングモールや病院などの送迎バスが進化して、これを営む可能性があ
ると思う。あるいは住民が自分たちで会社や NPO をつくってパブリックカーシェアリン
グを始める。あるいは駐車場事業者や自動車整備工場、ガソリンスタンドなどがマイ
カーの需要減で空いてきたスペースと人材を使ってサービスを始めるかもしれない。
いろいろな可能性があると思う。
●技術と規制の前にニーズを考える
わが国の自動運転の議論はとかく技術の話、そして交通や運輸の規制の話になり

がちだ。しかし真に見極めが必要なのは、誰がどういう需要で自動運転サービスを使
うのか、イメージを検証することである。その次に誰がリスクをとって車両を購入し、事
業を始めるかが大事だ。この 2 つがそろってはじめて自動運転は日の目を見るだろう。
実証実験を目指す各地は今からこの 2 つのイメージを考え始めるべきである。

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

（２） その他

数字でみる大都市「大阪」の復活
ー橋下改革から 10 年の成果
上山信一 | 慶應義塾大学総合政策学部教授

2019.1.11(金)

大阪城と周辺のビル群（出典：著者）

都市の盛衰は企業経営と同じく、各種の“業績指標”で測れる。失業率、生活保護率、犯罪発生
率、学力などの指標の変化を過去と比べ、他都市と比べて分析すると優劣は一目瞭然だ。日本で
勢いのある都市と言えば、おそらく福岡、京都、横浜である。だが、今、最も注目すべきは大阪で
ある。大阪は長年、衰退の一途をたどり、各種指標が軒並みワーストランキングの上位にあった。
しかし最新の指標をチェックすると、ついに底入れし、すべてが大きく好転しつつあると分かった。
大阪の復活の背景に何があるのだろう。好景気やインバウンドの復活にも助けられたが、官民を
挙げての努力の成果が大きい。
大阪府と大阪市は先月 20 日、「副首都推進本部会議」を開催し
（http://www.pref.osaka.lg.jp/renkeichosei/fukusyutosuishin/fukushuto16.html）、橋下知事就任
（2008 年 2 月）後の約 10 年間の改革の成果を点検した結果を公表した（「改革評価プロジェクト」

（http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/27077/00309833/shiryo6-1.pdf ））。これを手掛かりに都市
「大阪」の再生の実態を見ていきたい。
●“大阪問題”の悪循環から脱却
大阪は長らく三重苦（“大阪問題”という）に悩んできた。すなわち、大企業本社の首都圏への流
出、一人当たり所得の減少、さらにこれらに由来する税収減と財政赤字の拡大である。企業の業
績が悪化すると住民の雇用と所得も悪化する。すると税収も減り、一方で生活保護費など社会福
祉の出費が増大する。それでますます財政が窮乏化する。それでインフラ投資が遅れ、企業誘致
などでも不利に働く。
筆者は大阪府市の特別顧問である。今回の「改革評価プロジェクト」のアドバイザーを務めたが、
2014 年にも府市統合本部の「改革評価プロジェクト」を担当、統括した。その際には大阪の三重苦
問題が如実に浮き彫りになった。府市ともに行政改革など各種改革には着手していた。だが、経
済指標や社会指標のレベルではまだ成果が十分には確認できなかった。それから 4 年を経て、今
回改めて評価したところ、状況は大きく好転していた。“大阪問題”の三重苦は底を打ち、悪循環を
脱しつつあるとわかった。
●経済指標と社会指標の変化
大都市・大阪の活力はおもに企業活動に依存する。有力企業が地元にとどまり、利益を上げて
いることが先決だ。それが雇用と所得の底上げ、ひいては生活保護、犯罪、学力など社会指標の
改善につながる。4 年前の大阪は一部指標は好転していたがまだまだひどかった。失業と生活保
護が全国でも有数に多く、それが離婚、犯罪、自殺等に直結し、“貧すれば鈍する”状態にあった。
今回、調べてみると企業収益、雇用、年収、健康、学力、犯罪などほとんどの指標が好転してい
た。例えば景気動向指数は 09 年から全国平均を大きく上回る形で次第に好転し、18 年 8 月には
130.9 と全国（102.7）を 28.2 も上回った。有効求人倍率も 13 年に 1.0 を超え、2017 年以降は全国
平均を上回る。新規開業率も高く、2016 年以降は東京、愛知や全国平均を大幅に上回る。オフィ
スの空室率は底値から 76％も下がり、直近では 2.96％である。
3 大都市の地価上昇率では大阪市は 4 年連続 1 位を記録し、17 年には全国の上昇率の上位
から 5 位までを大阪市が独占した。大阪市への人口流入も続いており、2017 年、大阪市は政令指
定都市の中で最も人口流入が多かった。とめどなく増え続けていた生活保護の対象者も 2012 年
をピークに減り始め、全国平均との差が縮まり始めた。平均寿命と健康寿命も大阪は全国でも最

下位に近かったが、それぞれ伸び、全国平均との差が縮まり始めた。小中学生の学力テスト（数
学・国語）の結果も好転し始めた。犯罪も 08 年の約半分に減った。そして大阪府と大阪市の財政
状況も依然、苦しいものの大幅に改善した。
●4 年前よりも成果が明確に
こうした大阪の好転は、やはり「大阪維新」（08 年 2 月の橋下知事就任から今日までの一連の動
き）に由来するといえるだろう。大阪府と大阪市の政治はこの約 10 年間、おおむね地域政党「大阪
維新の会」が主導してきた。同会が進めてきた改革は、たとえば府議会の定数を 2 割削減するなど
大胆なものが多い。改革の対象もいわゆる行政改革にとどまらない。教育や子育て支援策など国
の政策改革を先取りした見直しや、長年滞っていたインフラ投資（鉄道新線建設や延伸）の再開な
ど膨大な範囲とボリュームにのぼる。今回の改革評価の作業も府市の事務方と筆者が共同して行
ったが、ほぼ半年以上かかるほど広範かつ全国初の斬新なものが多かった。
前回の 14 年の改革評価プロジェクトでは「補助金や人件費の抑制など役所の改革、いわゆる行
政改革は結構進んだ。しかし役所の外の大阪の街はまだまだ大変な状態」という総括がされた。
だが、その後は 2015 年の再度のダブル選挙（橋下市長が退任し、吉村市長と松井知事の体制が
誕生）以降、府市が一緒になって様々な都市の経営課題に取り組んできた。今回 18 年の改革評
価ではその成果が数字で確認できた。
●改革は 10 年で 3 段階に進化
この約 10 年間の経過を見ると、首長選挙ごとに改革のレベルが進化した。最初の「改革 I 期（08
～11 年）」は橋下知事の誕生に始まり、まずは大阪府庁が自らのあり方を正すこと、すなわち役所
の仕事のやり方の改革と財政再建に取り組んだ。ただし、大阪の活力の要となる関西空港の再生
と教育改革の 2 つには早くから着目し、国も巻き込んだ制度改革案や関空伊丹の経営統合を導い
た。
やがて橋下知事は大阪の都市問題は府庁だけでは解けない、道州制の前段階として大阪市と
大阪府の統合が必要という考えから都構想を掲げる（10 年）。そして地域政党「大阪維新の会」を
ベースに大阪にも都区制度が導入できるよう国に働きかける。おりしも大阪府と大阪市との水道
事業の統合協議が決裂していた。そして 11 年秋のダブル選挙では松井知事と橋下市長のツート
ップ体制が実現し、「改革第 II 期（11～15 年）」に入る。松井知事と橋下市長がツインエンジンにな
り、府と市の足並みをそろえ、カジノを含む統合型リゾート（IR）の推進や産業政策などが動き出し
た。同時に大阪市の地下鉄、府と市の水道、下水、大学などの経営形態の見直しが始まった。

それが「第 III 期（15 年～18 年）」に形となった。例えば地下鉄は 18 年 4 月に民営化され、上下水
道のコンセッション（運営権の民間委託）や府市の大学統合も決まった。つまり「第 III 期」の橋下市
長と松井知事の時代に設計された民営化改革や統合の案件が、長い政治的折衝を経てついに吉
村市長の時代に入って実現した。
このようなツートップを中心とする大阪府市の一体感は、対外的にもプラスに作用し、国際博覧
会（万博）や 20 カ国・地域（G20）首脳会議の誘致、そして今後の IR 誘致にもつながりつつある。
ちなみに、万博や IR で注目したいのは、目先の経済効果よりも大阪の経済を国際経済と直結さ
せる契機としての意義である。大都市大阪の命運はグローバル経済といかにつながるか、にかか
っている。G20、万博、IR の 3 つをホップ・ステップ・ジャンプとして、そして関西空港をテコに海外の
経済成長と大阪のまちをつないでいく。そういう意味の戦略展開の準備が整いつつあるといえよ
う。
●今後の課題はグローバル経済との連携体制づくり
しかし、いい循環の定着は簡単でない。次の「改革第 IV 期（2018 年～）」では特に海外からの民
間投資の呼び込みが重要となる。世界の経済は“石油と電気”の時代から“シリコンとデータ”の時
代に転換しつつある。これにつながる企業と高度人材を内外から呼び込んでくる。そういう高度人
材が魅力的に思うまちづくり、そして地元の人材の育成をする。「改革第 III 期」はインバウンドの観
光客に支えられ、大阪の経済は活性化した。しかし「改革第 IV 期」では海外の先端企業が大阪に
投資し、一緒にビジネスをする流れをつくっていく必要がある。さもなければ、各種指標をさらに好
転させるのは難しい。
●ツートップを一元化する制度改革が必須
この 10 年は「大阪維新の会」を旗印に、首長 2 人が同じ方向を向き、大阪市役所と府庁が一緒
に動けた。しかしこれはたまたま両首長が同一会派から出ており、そして両者の関係が良好だっ
たからだ。今後、もし政治信条が異なる知事と市長になると、たちまち崩壊する。ツートップの連携
体制を制度として定着させるにはやはり府と市の統合、つまり「大阪都」構想の実現が必要となろ
う。
●府民生活の充実と市町村との水平連携
さらに「改革第 IV 期」で取り組むべき課題は、大阪府と大阪市がその他の市町村と連携し、ある
いはテコ入れし、大阪全体を底支えしていく仕組みづくりである。例えば救急、消防、水道は東京

では東京都の下にほぼ一元化できており、スケールメリットが出ている。しかし、大阪では市町村
ごとにばらばらで効率が悪い。
大阪府庁と大阪市役所はこの約 10 年でかなり変わってきた。しかし周辺の市町村の中には昔の
ままで遅れたところもある。これらは府がリーダーシップを発揮し、大阪市の優れた実務家部隊の
助けを借りて府市が一緒に引っ張っていく。そういう意味では「改革第 III 期」までの府市連携に加
え、「改革第 IV 期」では、市町村間の水平連携に視野を広げていくべきだろう。それが経済の活性
化の恩恵を広く住民生活に行き渡らせていく（トリクルダウン）うえでも大切になってくるだろう。
（注）橋下改革の詳細については拙著「検証 大阪維新改革ー橋下改革の軌跡 」（ぎょうせい）、
「改革力」（朝日新書）。「大阪維新」（角川 SSC 新書）を参照ください。
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最先端「エストニア電子政府」に日本ベンチャーが技術供与――
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上山信一 | 慶應義塾大学総合政策学部教授
2019 年 1/29(火) 3:32

出典：エストニア政府から供与いただいた画像
「DX (デジタル・トランスフォーメーション)」が企業、社会、人々の生活を大きく変えつつある。
当初、DX は、鉄道（SUICA 等）、銀行（コンビニ ATM、ネットバンキング）など大手企業の業務効
率化から始まった。やがて主役は新規企業（Uber, Airbnb, Amazon など）に移りつつある。彼ら
はデジタル技術を使って顧客に新しい価値を提供した。こうした動きは、「デジタル・サービス・リ・
デザイン」というべきもので、私は「DX2.0」ととらえる。
〇民も官も「DX（デジタル・トランスフォーメーション）」から「DX.2.0（デジタル・サービス・リデザイ
ン）」へ
政府はどうか。国も自治体も電子政府（デジタル・ガバメント）化を掲げるが、国民（住民）目線に
たった「デジタル・サービス・リ・デザイン（DX2.0)」の発想は薄い。例えば、その気になれば運転免
許証、健康保険証、住基カードは一体化できるはずだ。しかし、議論すら始まらない。そして国民
もマイナンバーカードの取得の必要性を感じない。

だが、政府が DX2 を目指す国がある。エストニアの電子政府である。エストニアは、IT 化をテコ
に政府業務を再構築した（DX）。また電子政府は行政サービスのみならず医療、金融、教育まで
カバーし、企業経営や社会のあり方を変えつつある（DX２.0)。
〇わが国の行政サービスは DX 以前
わが国の行政サービスは本質的に昔と変わらない。もちろん、コンビニで住民票がもらえ、ネッ
トで税金が払える時代だ。入国審査も指紋や画像の認識で機械化された。しかし、これらは役所
の合理化の末の DX である。市民の暮らしに身近な市町村の行政サービス、特に子育て、医療・
介護、教育などの DX は遅れている。たとえば今どきはホテル、映画館、アパートの空き状況まで
スマホで見られ、予約もできる。ところが多くの公立保育園の空き具合は電話で問い合わせるし
かない。申し込みには書類が必要だし、通園が始まると毎日、出退記録にサインや押印が必要
だ。学校給食も前近代的で現金払いが多い。医者に行くには保険証が要るし、予防接種の記録
も政府のデータベースで一元化されない。かくして家の引き出しには健康保険証、年金手帳、運
転免許証、母子手帳など、行政の縦割り組織別に各種証明書が入っている。
〇金融、医療、教育に及ぶエストニアの電子政府化
エストニアは日本の１２％の面積、１％の人口の小さな国だが世界中が注目する。15 歳以上の
全国民にマイナンバーにあたる国民 ID 番号が与えられ、ID カード（eID カード）の所有が義務付け
られる。国民 ID 番号は「デジタルネーム」とも言われ、政府 11 省の行政サービスのうちの約 1500
で使われる。近年、携帯電話 SIM とも共有されるようになった eID は、MobileID や ID カードとして
健康保険証や免許証にもなり、民間取引の電子署名や電子認証でも使える。その結果、エストニ
アでは官民合わせて 3000 ものサービスがネット上で利用できる。
デジタル化によるサービスのリデザインが著しいのは医療サービスだろう。個人の医療情報(過
去の病歴、電子カルテ、処方箋記録、医療保険情報、受診情報など)が政府運営のクラウドに載
っている。旅先で病気になっても現地医師がこれを見て対応する。電子画像もデータベースに保
存され数年間の健康状態の変化が監視できる。eID では専門医の予約ができ、薬局でも eID の
提示で処方箋が示せて薬がもらえる。また政府は非居住者向けに「e レジデンシーカード」を発行
する。法人登記等の電子政府サービスの利用や銀行取引などができる。
〇デジタル化を機にソ連時代から訣別
エストニアがソ連から独立したのは 1991 年である。新政府は独立当初からソ連政府の旧弊を
排し、民主主義と国民主権に沿った国づくりを始めた。その際にこだわったのがデジタル化、情報
公開、そして徹底した情報管理体制である。例えば、エストニアでは全公務員の給与がネット上
で公開される。また公的機関がアクセス権限を使って医療記録など個人情報を閲覧した場合、そ
のアクセス記録がすべて本人に開示される。こうして政府の透明性を確保し、国民の信頼を獲得
し、その上で国民に eID カードの所持を求める。エストニアの電子政府はこの意味で e-デモクラシ
ーと連動する。

〇エストニアが誇る 2 つの技術
政府の業務の「サービス・リ・デザイン」は、実はとても難しい。まず提供するサービスの範囲が
広いうえに多種多彩である。しかも確実性やセキュリティの要求レベルが極めて高い。民間サー
ビスなら料金を払ったお客だけにサービス提供し、そこから順次、拡大すればいい。ところが行政
サービスの場合、全国民向けに同一レベルのサービスを同時かつ確実に提供しなければならな
い。誤りや不正は許されず、セキュリティも企業以上に高度なものが要求される。
エストニアの電子政府は、高度な個人認証セキュリティ技術とデータ共有技術の２つに支えられ
る。
第１のセキュリティ技術だが、エストニアではサービスのプロバイダー（行政・企業）とクライアン
ト（国民）のそれぞれが政府が管理する個人情報データにアクセスする。そこに高度なセキュリテ
ィ認証技術を導入している。そのもとで国民は、国民 ID を使って行政サービスはもとより、医療、
金融など生活に密着したサービスにもアクセスできる。どういう経緯でこれができたかというと政
府はまず国民 ID でログインするクラウドインフラ「X-Road」を整備して行政サービスに使った。さら
にそのインフラを民間開放し、高い個人認証技術が必要な医療や金融サービスの取り込みに成
功した。
第２のデータ共有技術は、「Data Exchange Layer X-tee （データ・エクスチェンジ・レイヤー エッ
クス・ティー）」といわれる。これはネット上で安全にデータ交換をする技術的、組織的な環境を意
味する。これで何が便利になるのか。例えば日本では引越すと自治体への転出入届け、ガス、水
道、電気、電話等の引越し手続きは、それぞれ新旧両住所でやらなければならない。だがエスト
ニアでは、国民 ID の情報さえ変更すればすべてが同時に変更される。
「Data Exchange Layer X-tee」上でのデータ交換とはどういうものか。X-Road のクラウド上で、
あるサービスプロバイダー（「X-tee メンバー」）が共有データを記述の上、利用許諾をする。する
と「Data Exchange Layer X-tee」に参加する他の全てのメンバーもそれを利用できる。逆もそうだ
から全メンバーが他のメンバーのサービスとデータを利用できる。
このようにエストニアでは個人認証とデータ共有の２つの技術をテコに国、自治体、民間企業の
壁を超えて金融、教育、医療など国民の暮らしに必要なサービスがシームレスに提供される。つ
まり、電子政府化が公務の DX にとどまらず、国民の暮らしを支える仕組み全体のサービス・デザ
イン（SD）、つまり DX2 につながりつつある。eID カードの普及率 98％という高い数値の裏にはこ
れがある。
エストニアの取組みはソ連崩壊後の混乱の中で始まった。限られた財源の中で都市部だけで
なく地方の国民に均質の行政サービスを届ける工夫の一つが電子政府化だった。エストニアの
電子政府は国家戦略そのものなのである。
〇行政サービスを「ワンストップ化」、さらに「ノンストップ化」する
エストニアは電子政府化の過程で、行政手続きの「ワンストップサービス化」にとどまらず、手続
き自体を数多く廃止した（「ノンストップサービス化」）。その結果、市民が政府に出かけて手続きし
なければならないのは今や「結婚、離婚、死亡の時くらい」（タリン大学研究員談）だという。
片や日本では何事も書類や面談などの手続きが必要となる。内閣官房が主導し、手続きの「ワ

ンストップ化」が進められているが、進捗は遅い。また電子政府化を機に不要な手続きを見直す
動きも少ない（ちなみに筆者が特別顧問で手伝った東京都庁の「２０２０改革」ではキャッシュレス、
中間レス、はんこレスに注目し、一定の成果を上げつつある）。
日本を含む各国はエストニアに調査団を派遣し、その先進技術を称賛する。しかし、国民の暮
らしを支える官民両方をサービス・リ・デザイン（ＳＤ）する発想、そして電子政府化の作戦シナリ
オにも注目すべきだろう。
◯次の課題は国境を越えたデータ連携
エストニア電子政府の目下の懸案は、他のＥＵ諸国とのデータ連携の仕組み作りである。ＥＵ各
国では各種制度が統一化され、資金や物の移動はかなり自由にできる。しかし生身の人間の移
動に伴う制度調整は不十分だ。例えば他国に転勤した人が本国にある子供の頃の健康データを
引き出して使いたくても、今は各国の制度が違うので情報共有できない。またエストニアは小国な
ので国内のみを電子政府化してもメリットは限られる。そこで彼らはＥＵと共に地域と国境の壁を
越えて行政サービス情報を機械認識し、比較検証できる仕組みの構築に取り組んでいる。
◯日本のベンチャーがエストニア政府に協力
2018 年 11 月ブリュッセルでＥＵ各国のデータ連携の会議（「行政・企業・市民に関するデータ連
携ソリューション進捗会議」（ＥＣ（欧州連合会議）主催））注１が開催された。
ここでエストニア政府は、国立タリン工科大学が日本のベンチャー企業「アスコエパートナーズ
社」（https://www.asukoe.co.jp/）と共同でＥＵ各国の制度間のデータ連携に取り組んでいると発
表した。当面の対象分野は子育て支援サービスだがいずれ全ての行政サービス分野に同じ仕組
みが適用されるとみられ、注目に値する。
（ 注 １ ） 「 ISA2 Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens
Mid-Term Conference 2018」
◯「ユニバーサルメニューモデル」の威力
アスコエパートナーズ社がエストニア政府に提供する予定の制度間調整は、ユニバーサルメニ
ュー（http://universalmenu.org/universalmenu/）という枠組みに基づく。これは国や自治体の行
政サービス情報を、制度や組織の枠組を超えてデータベース化する仕組みである。住民向け行
政サービスの内容は、法令、条例などに文章で書かれている。誰がどのような支援を受けられる
か、いつまでに申請すればいいのか等はすべて文章化されている。しかし今は個々の省庁・自治
体の規定を調べ、あるいは問い合わせないときちんとした比較、検討はできない。もちろん規程
の多くは電子データ化されている。だからコンピュータで比較検討できるといいのだが、文章形式
のデータのままではコンピュータで処理しきれない。
ユニバーサルメニューはこの問題を解消する。すなわち文章に書いてある意味情報を構造化す
る。すると個々の省庁・自治体の行政サービスの支援内容、対象者、期限などがシステムで特定
できるようになる。あるいは逆に検索条件に合った行政サービスを全国から抽出したり、自治体

間のサービス内容や付与条件の比較が簡単にできる。
行政情報は、これまで個々の省庁・自治体に文章形式で点在していた。これが構造化されるこ
とのインパクトは大きい。例えば最近、住民への案内業務に AI を使うサービスが始まっている。こ
こにユニバーサルメニューを導入するとサービスの質も内容も飛躍的に向上するだろう。
行政サービスは誰もが必要なときに使えるものでなければならない。少なくとも住民サービスの
行政サービスデータは、ユニバーサルメニューのように標準化された仕組みのもとでシステム上、
扱いやすくしていくことが重要であろう。
◯ＥＵが日本のユニバーサルメニューに注目
ユニバーサルメニューは、日本ですでに 150 近い自治体の WEB サイトで利用されている。（ぎょ
うせい刊「行政サービス情報整理術・ユニバーサルメニュー導入公式ハンドブック」）。特に進んで
いるのは子育て支援制度である。例えば、児童手当は、支給内容や支給基準が全国どこでも同
じだ。しかし医療費補助のように自治体が独自に支給し、あるいは内容を上乗せする制度もある。
ここにユニバーサルメニューを使うとメニューの全国共通部分と自治体独自部分の両方を網羅し
た上で、自治体間の差異がわかる。つまりわが国の全省庁・自治体が提供する子育て支援制度
の全体がデータベース化できる。すなわち各省庁・自治体の行政サービス、根拠となる制度、法
令が組織の壁を越えて整理でき、包括的な行政制度データベースが運用できるようになる。また
制度間の比較も容易になり、個々の住民ニーズにあった行政サービスをどの省庁・自治体が用
意しているかも簡単に検索できる。
ユニバーサルメニューは、“復旧・復興支援制度データベース”でも使われる。その他、国の子
育て手続きに関するマイナポータルである“ぴったりサービス”（注２） にも使われる。
エストニアとＥＵがユニバーサルメニューを評価するのは、これを使うと各国、各自治体の行政
制度を標準仕様に沿ってデジタルデータ化できるからである。その結果、EU 内の国・地域の壁を
越えて日本の自治体間でやっているような制度の比較分析ができるようになる。また住民が他国
に引っ越しても今と同じサービスが受けられるかどうか事前に調べられる。各国や EU 政府も政
策や予算の差別化領域を決める手がかりが得られる。EU では国が違えば言語、制度の名称、
根拠法令、支給条件などが異なり、比較は容易でない。その壁を超えるツールとしてユニバーサ
ルメニューが期待されている。
〇縦割りで複雑な行政制度が育てたユニバーサルメニュー
日本で生まれ、育ったユニバーサルメニューがエストニアと EU から評価される理由は、次の２
つと思われる。
第１に日本の行政サービスは内容と制度自体が EU より手厚く、きめが細かい。子育て支援制
度でも世界に誇る母子健康手帳のほか、妊婦向け健診、ひとり親向け支援など国・自治体・民間
が連携しつつ、様々なサービスを提供する。また１億人を超える人口の厚みのもとで様々な経験
を経て、改訂され、充実した制度になっている。
第 2 に日本では省庁縦割りに加え、約 1700 もの自治体がある。その結果、わが国の行政制度
は総体として極めて複雑なものになっている。こうした環境のもとでアスコエパートナーズ社のユ

ニバーサルメニューは磨かれてきた。
◯ソフトインフラの輸出と国際標準作りへの参画
エストニアには、毎年、日本から調査団が出かけ電子政府の仕組みを学んでいる。しかし当の
エストニア政府は、インフラ構築の最先端のところで日本のベンチャー企業の協力を得ている―
―。
政府はインフラ輸出を国家戦略に掲げ、原発や新幹線を売り込む。しかしインフラ輸出の対象
はハードだけでない。トヨタのジャスト・イン・タイムシステムなどソフトのインフラもある。今回のア
スコエパートナーズ社の「ユニバーサルメニュー」もこうしたソフトインフラの輸出の例といえよう。
先端技術はどの分野でも国境を越えて標準化され、協同利用されつつある。その国際的な動き
に日本の企業も参加すべきだ。それを通じて例えばエストニアやＥＵのノウハウが日本に取り込
める。世界の電子政府化の流れに日本が取り残されないためには、技術をもった企業が実務ベ
ースの技術交流をすることが大切だ。
電子政府を進めるソフトインフラの開発には海外との連携が不可欠である。一方的にエストニア
に学ぶだけではだめだ。これからはエストニアに技術を提供している「アスコエ・パートナーズ」の
ような企業にもっと注目すべきだろう。
注１ ISA2 2018 国際会議 Web サイト ＜https://ec.europa.eu/isa2/isa2conf18/＞
注２ 内閣官房ぴったりサービス Web サイト ＜https://app.oss.myna.go.jp/Application/search＞
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進化し続ける大阪の「維新改革」ーー好循環
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空から見た大阪城（出典は筆者の所蔵映像）

前回は過去１１年強の改革で大阪の社会と経済の各種指標が大幅に改善したこと、そ
の背景には 2008 年の橋下知事就任に始まる一連の「維新改革」があると指摘した。今
回は、大阪府と大阪市がなぜ大規模で徹底した改革を１１年も続けられてきたのか、また
犬猿の仲の大阪府と大阪市がなぜ密接に連携するようになったのか、維新改革のパワ
ーの背景を考える。
●地方自治史上、最大スケールの改革
大阪の維新改革は、“行政改革”の域をはるかに超えた都市改造の運動である。具体的
には次の 5 点で他の自治体のこれまでの改革を大きく凌駕（りょうが）する。
第 1 に役所のスリム化（「予算や組織の削減」）にとどまらず、当初からメリハリをつけた
積極投資（特に交通インフラ、教育・現役世代支援）をしてきた。
第 2 に長期にわたり、とめどなく行政の全領域で抜本改革を続けている（地下鉄民営化
や相対評価人事制度の導入から公園・動物園のサービス改革などきめの細かなものま
で）。

第 3 に改革の”触媒”として随所に外部のプロ人材を活用してきた。例えば市営地下鉄・
バスの民営化に先立って、私鉄から交通局長を登用した。一部の部局長や区長にも公募
で民間出身者を数多く採用した。さらに経営コンサルタントや会計士、弁護士、研究者な
ど民間企業と研鑽を積んできた各種プロフェッショナルを特別顧問や特別参与として起用
し、職員チームと協業をした。
第４に大阪府議会、大阪市議会で地域政党「大阪維新の会」が住民の支持を得て最大
会派を形成しずっと両首長を支えてきた。
第 5 に同会は国政にも進出し、改革の現場経験をもとに国に対し各種制度（特に教育・
生活保護等）の改革を迫った。また自ら「都構想」を発案し知事、市長、地元議会、国会
議員がそろって国に対して時代遅れの地方自治制度（政令指定都市制度など）の見直し
を迫った。その結果、政令指定都市制度の法律改正を実現し「都構想」の住民投票（一度
目を 15 年 5 月に実施）にこぎ着けた（2019 年中に二度目の住民投票が行われる可能性
がある）。

これらを総合すると「維新改革」は、もはや自治体改革の域を超えた地域再生運動、い
や「革命」とすら言ってよいかもしれない。
●大阪の構造的欠陥――府と市の“二重行政”と“ふし（府市）あわせ“
「大阪維新」の政治的原動力はもちろん「維新改革」への住民の持続的な支持にある。
当初は橋下徹氏の才覚と大衆的人気（集票力）が大きかっただろう。しかし教育改革、財
政再建、公務員制度改革など公約に掲げた課題の解決の実績が積み上がった結果、最
近では「維新体制」への信頼に変わりつつある。
しかし、大阪維新の会が改革に執心し、また長期にわたって住民の支持を得て政治エ
ネルギーを結集できる秘密（＝特殊事情）がもう一つある。それは“ふし（府市）あわせ“と
揶揄されるほどの大阪府と大阪市の分断と対立の歴史である。
実は大阪府・大阪市はどちらも大都市の経営体としては不完全である。なぜなら大阪市
は政令指定都市であるため府の権限の一部を持つ。そのため府の権限はドーナツのよう
に大阪市域の外に限られる。大阪市のほうも府から得た都市計画や経済政策などの権
限を狭い大阪市域の中だけで行使しても限界がある。その結果、大阪全体としての統一

的な広域行政ができなくなる。逆に一部の領域（中小企業向け信用保証、交通政策、住
宅政策、中小企業支援等）では府と市の“二重行政”の無駄が生じた。例えば府と市は大
学、浄水場、公園等に張り合って投資してきた。しかしこれは大きな目で見ると限られた
予算を分散投資するので効率が悪い。加えて両者は都市計画から企業誘致まであらゆ
る分野で長年対立し“府市あわせ（不幸せ）”ともいわれてきた。
片や東京では、戦後一貫して都庁が水道や消防を含む幅広い分野の権限を掌握し、ス
ケールメリット生かした広域行政を展開してきたが、これは戦前に東京市と東京都を統合
して再編した賜物である。大阪の経済的地盤沈下の原因は多々あるがなんといっても府
市の行政の分断は大きい。大阪維新の会は大阪府と大阪市の“分断と対立”を大阪の致
命的弱点と分析しそれを解消すべく都構想を掲げ、住民から支持されてきた。
●都構想を先取りする 2 トップの連携体制
しかし「都構想」＝府市統合の実現には時間がかかる。それを待っていては大阪は衰
退する一方である。そこで 2011 年秋のダブル選挙（大阪維新の会から橋下市長と松井
知事が当選）以降は、同一会派に所属する府知事と大阪市長が政策上で密接に連携す
るとともに、府庁と市役所が合同で府市統合本部（現在は副首都推進本部）を設置して
広域行政をなるべく一本化してきた。

分散投資になっていたインフラ投資も見直された。広域的視点から府市共同で鉄道、空
港、道路のあり方を見直し、滞っていたインフラの整備計画が一気に動き出した。さらに、
同一規模で並立していた府立と市立の大学や信用保証協会、公設試験場、公衆衛生研
究所などが次々に経営統合され多くの外部機関の府市統合が実現した。また地下鉄・バ
スの民営化、市立病院の独立行政法人化や収支改善も実現できた。
●府市の分断を逆ばねに改革を推進
このように維新改革では、地域政党「大阪維新の会」が大都市・大阪の構造的欠陥とし
て府市の制度的分断を指摘し、その解消の手段として「都構想」を訴えた。こうして政治
の手で大都市・大阪が抱える目に見えない構造的欠陥が“見える化”され、“結晶化”（シン
グルイシュー化）された。加えて、同会は知事と市長の 2 トップ連携体制をフル稼働させ、

都構想の実現を待たなくてもできる各種改革で実績をあげ、万博誘致にも成功した。府
市の分断は大阪の弱点だが、同会はそれを直視し、その解消に挑み続けることで住民か
ら支持されてきた。そして同時に改革のための政治的パワーを得てきたのである。
こうしてみると 1１年にもわたる維新改革を支えてきたのは、第 1 に地域政党「大阪維新
の会」という”イノベーション”、第 2 に「都構想」という看板政策（シングルイシュー）の切れ
味、そして第 3 に 2011 年から続く知事と市長の２トップ連携体制による府市連携の成果
といえそうだ。

ちなみに首都圏では大阪維新といえば、いまだに橋下徹氏の人気の産物という短絡理
解がされがちである。しかし同氏は 3 年半も前に大阪の政治から引退した。市営地下鉄
の民営化、府立と市立の大学統合、万博誘致などの最近の成果は松井知事と吉村市長
の代に入って実現した。だが、今後もずっとこの流れが維持できるとは限らない。何かの
事情で知事と市長のツートップのどちらかが維新の会以外の会派から選ばれた場合、全
ては儚く消えてしまう。現在の維新改革の勢いとスピードを維持し、また大都市としての
制度的欠陥を補正するためにはやはり府と市を制度的に再構築する都構想の実現が不
可欠である。

（注）なお、さらに詳細な分析の結果の発表を 2 月 24 日（日曜）に慶應義塾大学三田キャ
ンパスにて開催される『行政経営フォーラム例会』で報告する予定である。（一般参加も
可能。申し込み等詳細は、
https://blogs.yahoo.co.jp/shinichi1957ueyama/29783577.html を参照、当日は朝 10
時から 17 時まで、電子政府、水道民営化、地方公共交通問題、東京都改革など多様な
テーマのセッションを開催
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大阪の“知事・市長クロス選”は日本再生の分かれ目――
「都市の自立」ＶＳ「中央依存」の戦い
1/2
大阪の松井知事が市長選に、吉村市長が知事選に立候補するいわゆるクロス選挙。これに対し、全国
メディアや識者はけっこう冷たい。民主主義に反する、権力者のエゴ、延命行為だと批判する。確かに前
例のない奇策かもしれない。だが世界の政治の歴史は異例の連続だったし、それが新たな時代を開い
てきた。識者に嫌われるトランプ大統領は奇策の連続で、支持率は低くないし安倍さんの４選だって党の
３選ルールに照らせば非常識だが実益あれば実現するだろう。

私はクロス選挙に勝利すれば、大阪は都市としてのレベルが格段に上がり、大転換を遂げる気がする。
そこで既成政党が惨敗すれば自公連立やマンネリの政党運営も変わるかもしれない。「大阪維新」は中
央からの補助金に依存せず、既得権益を排して地域を自立させていこうという革新的政治集団である。
その躍進はもしかしたら日本全体に変革の動きをもたらすかもしれないし、逆に今回、負ければ日本は
衰退の一路をたどるかもしれない。それくらい私は大阪の選挙に注目している。

そもそもクロス選挙は適法だしルールを変えるものでない。私は外資系企業でながらく仕事をし、世界
１20 か国を旅してきた。この程度の奇策であそこまでブーイングをくらうのは日本くらいだろう。背景には
度し難い日本の保守性と識者たちの「変革」への強い忌避感があると思う。つまり中央の政治家や識者
たちの“反維新心情”の根底には「変われない、だめな日本」の業を見るような気がする。だからこの問
題は掘り下げたい。

筆者は、今回のクロス選は全く問題がない、それどころか政治的にも行政的にも素晴らしい妙案と考え
る。理由は３つある。

●大阪の課題解決には知事と政令市長のクロスが現実的
第 1 に大阪が抱える課題を解決する上では知事経験者が大阪市長経験者であり、逆もそうであること
ほど有効な「人事」はない。

かつて橋下氏は知事を経験して大阪市長になり、知事時代の知見を活かして大阪市役所の大改革に
挑んだが今回はそれがダブルで徹底してやれる。極めてパワフルな人事案である。

筆者は大阪府と大阪市の特別顧問として両者の課題を見てきたが、今の大阪の大きな政策課題は
「府市連携」を前提とするものが多い。たとえば、南海トラフ地震対策は、かつてのように大阪市と大阪府

が対立していると進まず、人命にかかわりかねない。長年、調整できていなかったなにわ筋線や淀川左
岸線の建設でも府と市の譲り合いがないと工事は進まない。医療は府庁が介護は市役所が担うが、昔
のように両者が対立していると病院から介護施設への連携などきめ細かな対応ができない。消防もそう
だ。東京では東京消防庁が全域をカバーするが大阪では市町村別に組織が運営され非常に非効率で
ある。知事と大阪市長が音頭をとって府下の各市町村の消防組織を支援し、目配りしていく連携体制が
必須である。

水道も同じだ。東京では東京都水道局がワン水道を実現している。しかし、大阪では特に中小の市町
村が老朽化した管路を抱え技術者不足に直面しており、最近、大阪市と府が連携して動き始めた市町
村連携（広域化）が必須である。

要するに、大阪には東京の識者には想像もつかないほど深刻で多種多彩な府市連携課題がやまほど
あるのだ（詳細は大阪府の副首都推進本部会議の議事録
http://www.pref.osaka.lg.jp/renkeichosei/fukusyutosuishin/を参照）。

●クロスは維新の会が府民に打診する“人事異動案“
クロス選がよいと考える理由の第２は、クロス選を仕掛ける主体が「大阪維新の会」という地元のしっか
りした与党であるという点である。同会の方針に沿って仕事をするのでクロスしても安定性、継続性に全
く不安がない。

これがもし仮に、たまたまはずみで当選したタレント出身知事などがどこかの市長と結託し「俺たち二
人とも実績もないし任期が切れたら落選だなあ。任期切れを待たずに立場を入れ替えて（残り 4 年任期
を確保して）Ｗ選に打って出よう」と決めて仕掛けたクロス選なら悪質かもしれない。

しかし今回の担い手は「大阪維新の会」というしっかりした組織である。同会はもう１１年間も大阪府（大
阪市では８年弱）の政権運営をしてきた。その政策は極めて具体的で革新的である。すなわち組織的な
既得権益の排除、バラマキ排除と行政スリム化、行革で浮いた原資を投資に回し大阪を成長させる、二
重行政を打破するなど基本戦略も原理原則も明確である。維新の会の政治家の政策は共通している。
ある種の原理主義政党だから知事が市長に、市長が知事になっても政策の中身に大きな変動はなく、
むしろ維新の政策としての継続性が期待できる。

しかも候補者の松井・吉村の両氏は「大阪維新の会」をベースに実績を上げてきた。松井氏は府議会
議員から２０１１年に知事になり 8 年弱の実績がある。吉村氏は大阪市会議員、衆議院議員を経て大阪
市長になり、4 年弱勤め上げてきた。要は二人とも大自治体の首長を経験し議員もやった。政治家、行
政の長として十分すぎる経歴である。しかもふたりは連携して万博誘致に成功し、府立と市立の大学統
合にも成功した。その他、橋下徹氏が知事、市長の時代に洗い出された地下鉄民営化、市立病院の赤
字削減、待機児童の解消などの各種課題をほとんど解決してきた。

吉村・松井コンビの継続はもちろん大阪都構想の住民投票への再挑戦に必須である。しかしそれ以前
に目の前の大阪の政策課題を解決していくうえで最高のコンビである。クロス選は、地域政党「大阪維新
の会」が大阪をさらに良くするための次の一手、“人事異動案“の府民への提示なのだ。

●統治機構の改変に奇策は常道
クロス選を支持する理由の第３は、選挙制度を含む政治制度は、すべからく現行の秩序と権力構造の
安定維持を目的としたものであり、それを変えたい挑戦者たちが合法的な「奇策」を使うのは政治の常識
という点である。

政治とは秩序形成を巡る権力闘争であり、統治機構や選挙制度は権力闘争に勝った勢力が安定基盤
を維持するために構築したものである。新しい秩序を造りたい勢力――今回の場合、大阪の自立的成
長と自治能力を高めたい地域政党――がそれを変えたいと考えるのは当然だし、そうなると既存の中央
集権の権力構造と秩序を再構築しようとするのは必定である。その手段は大昔なら戦争や革命だが、今
は選挙で勝って議会で法令を変えていくしかない。そのためには現行制度の枠内で違法でない限りは、
ありとあらゆる手段を使っていくのは当然であり、クロス選もその一つと考えていい。

●地域政党と中央政党の利害は正面から対立
確認しておきたいのは「大阪維新の会」は既成政党ではない、大阪で草の根から生まれたベンチャー
政党であるという点である。同会は地元大阪の改革と経済成長、それを持続させる手段としての「大阪
都構想」の実現を至上命題とする。経済を立て直し、大都市でありながら国からの地方交付税に依存す
る現状を脱したいと考える。

そのためにこれまで関西空港の再生（伊丹の民営化と経営統合）や教育への投資増強、特区を使った
規制緩和、IR と万博の誘致などを進めてきた。要はひたすら大阪をよくしたい。そのためには現行法で
決められた全国一律の都道府県や市町村の枠組み、あるいは税制は変えて当然と考える。「大阪のた
め」「地方主権の実現のため」には国から地方への税財源や権限の移譲も必要だと考えるし、時代遅れ
の地方自治制度は抜本的に見直すべきと考える。要は少なくとも地方自治に関しては現行制度の維持
を前提としない。

一方、既存政党はその成り立ち自体が中央集権的である。与野党を問わず、中央の利益を地方に分
配することで生きてきた。自民公明共産などすべてが本部を中央に置く。そして「中央」の指令で地域支
部は動く。大阪府議会、大阪市議会の各会派も同じで「大阪」より前に「中央」の利害が先に来やすい。

既成政党の場合、保守も革新も目標は「中央」での政策実現と衆参両院での議席数の最大化におか
れる。そのうえで地方への利益配分を考える。したがって特定地域の再生や地方自治制度の手直し、分
権改革などは数ある課題の一つでしかなく、決して至上命題ではない。一国多制度などはもってのほか
だろう。この点で地方政党「大阪維新の会」と既存政党は政策の優先順位で、内容で、また改革の必要
性の認識レベルでも全く相いれない。

今、大阪で起きているのは「中央政党（自公から共産まですべて）」と「地域政党である大阪維新の会」
という２つの全く異なる政治集団の激しい権力闘争である。

前者は大都市の大阪も中央政治への依存のもとに置こうと考える。大阪の経済の自立や再生にはあ
まり興味がないし、それができると思っていないし方法も考えていない。大阪府も大阪市も全国の各地方
のひとつと位置づけ、衰退と地方交付税への依存が続くことを前提に、自分たちが中央から補助金を獲
得して各種団体に配分し、選挙では組織票を獲得することを考えがちだ。今回の選挙でも飴玉として学
校給食や敬老パスの無料化を市民に訴える。これは一種の愚民政策で甘言を弄し、補助金をネタに維
新政治を排除しようとする。だが財源の裏付けはない。また彼らが”大阪を取り戻そう”と主張する戦略
の中身が見えない。そして何を取り戻そうとするのか明言しない。これではへたをすると中央からの補助
金で存続する地方都市への転落シナリオとなる。

（注）地域政党「大阪維新の会」から国政政党「日本維新の会」が生まれた。前者は後者の傘下にあるわ
けではない。たとえていえば「大阪維新の会」が本家で分家が「日本維新の会」である。

●ベンチャー政党は、常に代替策を考え目的を完遂する
ベンチャーは企業でも政党でもアグレッシブだ。目標達成のためには制度改正だろうが合従連衡だろう
が何でも探求し、ありとあらゆる手段を考える。このあたり既存の秩序の上に乗っかって安定している既
存政党（中央政党）や大手メディアとはＤＮＡが根っ子から違う。ベンチャーの場合、守りに入ったら負け
だし、失敗や敗退であきらめるなんてありえない。

そもそも今までが奇跡と奇策の連続だった。もともと住民投票で東京以外でも都区制度を導入できる
制度はなかった。維新の会はそれを与党に働きかけ、法改正（特別法制定）を勝ち取った経緯もある。だ
から住民投票に負けたら負けたで、次の起死回生策を必死で考える。たとえば、あくまで頭の体操として
提示するが、負けたら次のアクションとして次の３つが考えに上って当然だろう。

A.前回の住民投票では大阪市と大阪府を統合するのに府議会と大阪市議会の議決に加えて、大阪市
民の住民投票が必要とされた。しかし本来は府民全体が住民投票に参加すべきではないか。確かに大
阪市を解体して特別区にしていいかを大阪市民に聞くというのはわかるが、府民にも大阪市を統合して
もいいか、聞くのが筋ではないか。もしかして住民投票の法規定を変えられないか？そのうえで再挑戦
できないか？

B.そもそも住民投票がどこまで必要なのか？大阪市の事務事業は大阪府と新たに設置される特別区
に引き継がれる。住民サービスが消えるわけではなく供給体制が変わるだけだから府議会と市議会で
議決すればことたりるのではないか（ただし、これは法改正の時に一度検討され、放棄された考え方であ
り、再度、これに沿った法改正をするのは事実上不可能。また２０１５年に住民意思をいったん聞いた以
上、聞かずに進めるのは民主主義にもそぐわない。ただし政府において過去に検討された理論的選択
肢なので一応書いておく）

C.今の制度の下でもう一度、住民投票に挑戦をする。ただしそれまでには府と大阪市が連携すればい
ろいろなことが進むという実例と成果を住民に体感してもらい、説明にも工夫を凝らし、2015 年当時より
も深い理解を得たうえで再度、判断をしてもらう。

●“バーチャル府市統合”の成果が浸透
さて、A の探求は難しいし、やるとしても法改正を伴う。タイミングも少し先の再挑戦となるだろう。B は
現実味がないから今、維新の会が探求するのは C である。

前回の住民投票では、まだまだ都構想の意義が感じにくかった。しかし、住民投票から半年後のＷ選
挙で松井知事と吉村市長が当選し、府市連携がさらに進んだ（いわゆる“バーチャル府市統合”）。たと
えば府市連携で空港アクセスに予算を投じるスタンスを示せば、それに呼応してＪＲ西日本や南海電車、
阪急電車などが投資計画を発表し、なにわ筋線や新大阪から十三などの新線計画がでてきた。府市が
足並みをそろえ、万博が誘致できたし、不良債権化していた夢洲の開発も再開できそうだ。府市の大学
統合も決まったし、モノレールの延伸も決まった。広域行政とは何か、府市連携を続ける必要性が広く府
民と大阪市民に理解され始めている。

●“大阪ならでは”の課題に“大阪ならでは”の解決策
以上、述べてきたように大阪維新の会の発想と構想は既成政党からの類推では理解しえない。

大阪には長年の二重行政がもたらした経済の停滞、行政の遅れ、府市の感情的対立など東京人には
想像できない課題がある。「大阪維新の会」という地域政党はその上に編み出された「戦略」であり、「イ
ノベーション」である。

だから中央の現行秩序の上に成り立つ既成政党や全国メディアは違和感を覚える、あるいは自分たち
の存立基盤を脅かす存在に見えるのだろう。

だが、日本は国全体が沈没するタイタニック号のようなものである。そのデッキの上で既存政党の政治
家や識者、大手メディアはのんびり碌をはむ。これに対して「大阪維新の会」は府民に「目覚めよ」「大都
市として経済を自立させよう」と語りかける。もしかしたら「大阪維新の会」は、大阪において、そして全国
のリーダーに対して火災報知機のような役割を果たしているのかもしれない。

私が敬愛する故郷大阪の先輩、故堺屋太一氏は「大阪は炭鉱のカナリアみたいなもの。日本がだめに
なると真っ先に（有毒ガスを吸って）倒れる」「いい時も悪い時も日本は大阪から動き始める」という名言
を残された。今回の選挙は大阪の未来を賭けた戦いだが、東京と全国も決して無縁ではない。日本人の
覚醒を促すラストチャンスがこれかもしれないのである。
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政治家を辞めたら何をする？－－若手の元議員・首長の”
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統一地方選挙、参院選と今年は選挙が続く。最近は若手を中心にビジネスから議員や首長に転身
する方が増えた。政治を刷新する上では結構なことだ。一方、若くして政治家を辞める人もいる。政
治家とは「辞めてしまえばただの人」、引退したら一般人である。秘書も車も肩書も一切なくなる。若く
して公務を終えた政治家たち（特に 35 歳から 50 歳くらい）を社会はどう受け入れるべきか、考えてみ
たい。
●受け入れる企業側の戸惑い
もともと弁護士や自営業だった方は前職に戻ればよい。あるいは公務の延長で NPO 経営や大学
教授、福祉系の仕事に就かれる方も一定数おられる。だが多くの元サラリーパーソンは、政治家を
辞めるとまたビジネスに戻る。つまり就活か起業をすることになる。もともと世渡り上手な人が多いし、
中には落選中に生活の糧を得るすべを身に付けた方も多い。たくましくアフター政治家の人生を切り
開いておられる方も多いが、なかにはまだ若いのに才能を持て余しておられる例もあり、もったいな
い。
受け入れる側の企業の姿勢はどうか。オーナー系やベンチャー系は比較的柔軟で、積極的に受け
入れる。もともと支持者だったりもする。だが多くの一般企業では「アフター政治家」の受け入れに戸
惑いがあるようだ。「政治色がつくと株主総会が心配だ」「取引先の官庁が嫌がる」「非営利の経験は
会社では有用でない」といった懸念があるようだ。逆に「口利きが頼める」「法改正を働きかけてくれ
る」「官邸や役所とのコネに期待」といった過大な（あるいは勘違いの）期待も耳にするがこれも間違
いだ。「アフター政治家」の採用は、どういう視点で行うべきか。

●自治体、特に市町村の元首長は経営能力が高い
市町村長の仕事は現場で実際に人やモノや資金を動かす実務が多い。民間企業での実務経験が
役に立つし、逆に市町村長の経験者は企業の経営にも向いている。また市町村長の場合、福祉か
ら道路まで幅広い分野を経験する。いろいろな業種との付き合いから、豊富な実務経験を磨ける。
特に市町村長で 2 期以上を経験された方はお買い得だろう。
なぜなら、再選されたということは役所で部下をちゃんと使い、組織を動かし選挙もこなせた証拠で
あり、実務能力は高い。唯一、チェックすべきはプライドが高すぎないか、人との接し方はどうかとい
う点だろう。というのは市町村長は独裁者に近い。選挙の洗礼は受けるが、それ以外の期間はオー
ナーのようなものである。まれだが、プライドが高すぎる、パワハラ傾向があるなどのリスクはあるの
でチェックをしたい。
●政策通といえるか
元政治家はどれくらい政策に通じているか。これは経験した役職と個人による差が大きい。知事は
人による。現場に疎く、部下に任せていただけ、いわゆるおみこしに乗っていただけの人もいる。しか
し市町村長は実務能力がないと厳しい。「タレント市町村長」がいないゆえんである。特に市町村長
を長くやった人はかなりの政策通である。国の制度や予算と現場の実態の両方に精通している。
議員はどうか。国でも自治体でも与党の政策担当を経験した議員は有能だ。与党だから役所の情
報がかなり入手でき、実際の政策や予算策定にも関与してきた。これに対して野党は弱い。行政側
が警戒し、与党ほど精度の高い情報を提供しない。実際の政策形成に関与することも少ないので、
実務能力があまり磨かれない。
もちろん人によるし、中には学者的に研究熱心な方もおられる。だが普通に野党議員をやっている
だけでは、あまり経験が積めないといえよう。ちなみに民主党政権のときに閣僚になった方々が官僚
組織をあまり動かせなかった印象がある（元官僚は除く）が、背景にはこういう事情もあるように思わ
れる。ただし、組織政党（たとえば公明党や共産党）はやや違うかもしれない。もともと組織基盤があ
って、その中から厳選人材が議員になっている。主義主張が割合はっきりしていて、それに基づく会
派内での勉強会、機関誌関連の仕事を通じた学習も盛んである。
●政治家をして磨かれるビジネススキルは何か
さて、たとえば会社で中途採用の公募をしたら「大学を卒業後、サラリーマンをやめて議員を 10 年
しました。またビジネスに戻りたい」という 40 歳男性が現れたとする。この方の議員生活 10 年をどう
評価すべきか。実務から離れた空白期間と見るか、濃密な体験と見るか。
評価したいのは個人で事務所を切り盛りし、支持者を組織化してきた個人商店の経営者としての
スキルである。資金集めはベンチャーのスタートアップと同様、腕力が必要だ。当選間もないころに
先輩議員にいろいろ教えてもらって事務所を立ち上げるのもたいへんで、これは起業体験である。

一方で議員の活動には企業のサラリーマン的要素もある。例えば会派で要職を得ていくのは出世
の階段を上るのと同じことだ。たまには理不尽な先輩やいじめもあろう。いろいろな意味で鍛えられ
る。
●消費者との対話
政治家の数多くの有権者と接した経験はたいへん価値がある。常に人に見られてきたので、話し
方や人との接し方がこなれてくる。特に営業やクレーム対応に向いている。また、物腰の柔らかさか
ら、例えば消費財や証券、生命保険などで、多種多彩、さまざまな雇用形態の営業パーソンを束ね
る支店長、労使交渉などにもうってつけだろう。
社内や交渉のコミュニケーション能力も高い。議場での丁々発止は交渉術そのものだし、演説をす
るのでプレゼンテーションがうまい。当選を重ねるには日ごろからの地味な地元活動や機関誌の編
集もする。マーケティングや企画力も磨かれてくる。
一言でいうと議員生活の期間は、起業してベンチャーを経営していたのと同等の評価をしていいと
思う。ただし、再選しなかった、あるいはいわゆる組織政党に属していた、二世議員などは少し割り
引いて見る必要がある。
●ネット上の誹謗中傷は気にしない
さて「政治色」の問題をどう考えるか。政治家に限らず、学者やジャーナリストなど誰でも政治に関
係し、大事な政策形成に関与すると必ずといっていいほどネット上で誹謗（ひぼう）中傷を受ける。あ
るいは週刊誌や怪文書で批判される。内容的には妥当なものもあるが、単なる誤解が多いし、反対
勢力が意図的に流すデマもある。
これを見て「政治色」を恐れ、元政治家の採用を躊躇（ちゅうちょ）する企業がある。確かに会社組
織としては政治から距離を置き、中立でいたいだろう。しかし、これらを気にして有能な人物を遠ざけ
るのは間違っている。いわゆる「政治色」、スティグマ（レッテル貼り、偏見）は政治活動にはつきもの
だ。むしろ有能な政治家であればあるほど、ネット上では賛否両論の評価が出回る（しかも否定的な
ものが多い）。あれはある種の嫌がらせでもあり、それをいちいち気にしてはならない。
民主主義とは究極は多数決である。また議会は社会の究極の利害調整の場であり、会派と会派
のぶつかりあいは必須である。世が世なら戦争や決闘で決めていたことを議員たちが私達の代わり
に議場の口論と議決で決める。だから議員はけんかをするのが仕事である。誹謗中傷は勝負を挑
んできた脛（すね）の傷のようなものだ。
ともかくデマ、誹謗中傷、怪文書に惑わされない。経営者が本人にまずは会ってみるべきだ。そし
て疑問があるなら、面と向かってデマの真偽を当人にズバリと聞くことが大事だ。
●新陳代謝が政治の質を上げる

アフター政治家の再就職促進は、社会全体で取り組むべき課題だ。なぜなら、当選して政治家に
なっても辞めた後の人生が描けないとなると、有能な人物は政治を志さない。また、アフター政治家
の道筋が見えないと、現職がなかなか辞めない。すると選挙で当選し続けることが自己目的化する。
揚げ句の果てに族議員になって利権の媒介業に手を出しかねない。
政治家の新陳代謝を促すためにもアフター政治家のキャリアデザインが大事だ。若くして選挙に出
て数年、公務に就く。その後、またビジネスなどほかの世界に有利な形で行けるのが理想だ。そうで
ないと政治と民主主義の質が上がらない。
もしかしたら不謹慎と思われる事例かもしれないが、このメカニズムは実は自動車メーカーの工夫
に通じる。各メーカーは新車を売るのに負けず劣らず、中古車の流通促進に熱心だ。なぜなら新車
に買い替えてもらうには、中古車が高い値段で買い取りされなければならない。そのために中古車
市場を活性化させる、最後は途上国にも積極的に中古車を輸出する。
事情は住宅などでも同じだ。プライマリーからセカンダリーへ、その次へと多段階の流通市場が活
性化することで新陳代謝が進み、全体の質が上がっていく。
その意味で日本の民主主義の質を上げる近道は、実は、有能で若い元政治家たちが退任したあと
で社会のさまざまな場所で活躍できる場を作ることかもしれない。
（注）なお、この問題については引き続き私が主催する DMM のオンラインサロン「街の未来、日本の
未来――市町村経営を考えよう」
で考えていきます。このサロンは、政治家志望の方々や現職の首長、国と地方の議員、公務員、
NPO、コンサルタントなどまちづくりと行政のプロが集まるサロンです。テーマはスマートシティ、行政
改革、財政のほか 産業、交通、福祉、教育など様々な分野について。ナビゲーターは経験豊富な
元マッキンゼーのコンサルタント 3 人です。特に生活に身近な市町村のあり方を考えつつ、都道府県
や国政、世界の政治も射程にいれます。詳しくは、以下をご覧下さい。
https://lounge.dmm.com/detail/1745/
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を経て現職。1957 年大阪市生まれ。京都大学法学部、米プリンストン大学大学院（修士）卒。兼職：大阪
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やがて政府は”ハイリスク層”の生活を管理する？
ー教育、健保に次ぐ事前介入の拡大リスク
上山信一 | 慶應義塾大学総合政策学部教授

5/15(水) 0:45

イメージ画像（出典：エストニア政府提供。文の内容と同国は無関係）

現代は「石油からデータへ」の文明の大転換期だといわれる。企業の経営もいわゆる「デジタルト
ランスフォーメーション」で激変が予想される。そんな中で政府の役割はどうなるのか。
楽観論はエストニア型の便利で透明性の高い“e-デモクラシー社会”の実現である。だが一方で
は、ジョージ・オーウェルが小説「1984 年」で描いたように政府が IT を駆使して個人の生活を監視す
る時代になるという悲観論もある。今回は「データ本位主義」の時代の政府と社会の関係について
考えてみたい。
〇企業が顧客を逆選択し、行動も誘導
IoT（インターネット・オブ・シングズ）とデータの時代には個人の行動や性癖に関するデータが大量
に得られる。そしてデータは使い方次第で企業にとっても本人にとっても大きな資産となる。例えば
リストバンドは本人の自覚よりも早く脈拍の異常を把握し、病気の予兆を知らせてくれるだろう。家
族の購買データを AI（人工知能）で分析するとその家族が教育熱心か、食生活が健全か、趣味嗜
好はどうかなど消費パターンやライフスタイルが読み取れる。

こうしたデータ活用は、今のところはビジネス分野におけるリコメンデーション、つまりもっとモノを
買ってもらうための働きかけが中心だ。だが、さらに踏み込み、顧客のデータを使って将来、顧客に
関して発生しうる将来リスクを予見し、融資の可否や金利や損害保険料の決定に使う動きがでてき
ている。つまり、今までの「品定め」とは逆に「客定め」にデータが多用される時代に入りつつある。こ
れを推し進めると提案や警告（例えば、「乱暴な運転を続けたら保険料が上がりますよ」という警告）
を出し続けることで企業が消費者の行動を間接支配する動きにつながるだろう。

ちょっと恐ろしいが、企業が相手の場合はまだよい。個人側が自分のデータはみだりに企業には
渡さないと決めてしまえばおしまいだ。企業にデータを全く出さないと経済的に損をしたり、一部の
商品やサービスが入手できなくなったりするかもしれない。だが大した損失ではない。実際に海外で
は現金お断りの店があり、高速道路も ETC（自動料金収受システム）レーンしかない場合があるが、
生きていけないほどの不便さではない。要は個人は自分のデータを特定の企業には出さないと決
めればそれまでだ。また、そういう顧客向けに別途サービスする企業も出てくるので特に悲観する
必要はない。
○政府がデータを握るとどうか
さて問題は政府が個人データを積極的に使い始めるリスクである。政府は企業と異なり、個人デ
ータを強制的に入手できる。例えば税務署は所得や経費の情報を、健康保険の運営主体は個人の
健診、受診データを簡単に入手できる。ほかにも学力テストの成績、交通違反の履歴、転居歴、転
職歴など政府はその気になれば、かなりの個人データを集積できる。そもそも犯罪捜査ではすでに
警察が合法的にこれに近いことをしている。
もちろん法律の縛りがあって、政府は個人のプライバシーを守らなければならない。しかも幸か不
幸か役所は縦割りだから各種データを集めて統合し、特定の国民の人物像をあぶりだす作業は簡
単ではない。だが今後はマイナンバーが普及し、行政サービスにも ID 番号がふられるようになる。
すると使える個人データはどんどん充実し、また加工しやすくなる。すると社会問題の未然防止、社
会運営コストの削減の大義の下で、政府が「ハイリスク層」を対象にデータを駆使した個人の生活へ
の”事前介入”を始める可能性が否めないのではないか。
○ジャンプスタートからヘッドスタートへ

実は 20 世紀に入ってずっと、政府は将来の社会コストを下げるために個人の生活への“事前介入”
を拡大してきた。典型例は国民教育と国民皆保険である。前者の国民教育とは、国家が親から子
育ての役割を一部吸い上げる営みである。そうして国家は国民全員に同じ教育を施すことで民度を
上げ、労働力の質を上げ、ひいては貧困やそれに由来する犯罪などの抑制を図ってきた。また有
権者としての資質を育て、民主政治の基盤としてきた。後者の国民皆保険も同様だ。将来に向けた
生活の不安を取り除くことで社会全体の安定をもたらしてきた。
教育分野では近年、さらに早期からの“事前介入”が進み、教育開始が低年齢化している。これは
学力を上げるにはなるべく早く、幼児の頃から鍛えた方がいいという考え方による。米国で発達した
この考え方は、しばしば「ジャンプスタートからヘッドスタートへ」といわれてきた。ジャンプスタートと
はバッテリーが上がってしまった車を他の車から給電する応急措置のことであり、ヘッドスタートとは
前持って準備して取りかかることをいう。保健分野でも同じだ。最近は治療から予防への掛け声の
もと、行政でも企業でも病気にならないカラダ作りに力が入れられている。
○「予防＆リスク管理」への公共の範囲拡大
こうした流れは、今のところは将来、問題を引き起こす可能性の高い個人（ハイリスク層）を抽出し
てあらかじめ特殊な措置を講じることまでには至っていない。民主政の行政サービスの原則ではす
べての人を平等に扱わなければならないからだ。また特定個人の行動に事前介入したり高い将来
リスクを予見できるほど精度の高いデータも今はまだ入手しにくい。
だが、いつかそれが可能になる。そうなったときに民主政のもう一つの原則である多数決の原理
が平等原則を超越するとどうなるか。少数のハイリスク層を対象に「未然予防措置を講じよう、それ
が本人にとっても社会にとっても正義だ」といった議論にならないか。
この問題は実は生命倫理の問題に似てくる。とてもナイーブなテーマだが、政府のデジタル化は
民主政のもとでの政府と個人の距離、ひいては社会契約説の見直しという大きな課題につきあたる
ように思える。
（お知らせ）こうしたデータと行政の関係を考えるために 5 月 7 日から DMM のオンラインサロン「街
の未来、日本の未来――対話とデータで地域を変える」を開設しました。ご興味ある方は以下を参
照ください（https://lounge.dmm.com/detail/1745/）
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食による地域再生は南米の４シェフに学ぶべし
ークック・ジャパン・プロジェクトに注目！
上山信一 | 慶應義塾大学総合政策学部教授

6/24(月) 0:32

著者撮影＠シシリア等の市場の野菜サラダ

オリンピックのチケット当選結果が出た。抽選に落ちた人はがっくりきていることだろう。しかし、も
のは考えようだ。複数枚当たれば数万円もの大枚を払う羽目に陥ったわけでそれを免れた。ならば、
その予算で“リベンジメシ”を食べるという趣向はいかがか？
実は「食のオリンピック」がもう始まっていて、そちらのほうはまだ一部にチケットがある。今年 4 月
から来年 1 月まで 10 カ月の予定で行われる「クック・ジャパン・プロジェクト」（東京・日本橋
https://cookjapanproject.com/）というイベントがそれだ。毎月だいたい 3 人、10 か月で世界 13 カ国
から約 30 人のシェフが来日して料理を提供する。彼らがもつミシュランの星の総計は現在のところ
41 個にものぼる。「クック・ジャパン・プロジェクト」では各国の一流シェフたちが日本の豊かな食材も
見極めながら、腕を振るう。会場は最近、再開発で移転した一流レストラン「サンパウ」が最近まで
使っていた店舗である。お値段のほうは 2 万を超えるから安くはない。だが同じく高いオリンピックの
チケットに比べると実は安い。なぜならスポーツは見るだけだがこれは食べられる。食べるだけで国

際親善も支えられるからからコスパはめちゃくちゃに良い。国際化は胃袋からとよく言うではないか
（言わないか・・。）
とにかく食の五輪は、極めて珍しい企画である。味にうるさい方、世界最先端のシェフとはどういう
ものか、知りたい方はぜひとも参加されたらよい。それからもうひとつ。全国各地で食を軸とした地
域おこしが進行中だ。だが、食の本質はおいしさ。それを探求するシェフの心構えと戦略性が大事
である。地域おこしにかかわる方々にはぜひ、以下の南米の４人のシェフの料理を味わい、食を生
かした地域再生の戦略を考えていただきたい。
〇世界の美食のけん引役は今やラテンアメリカ
昔は美食で最先端の場所といえばひたすらフランスだった。そこに 10 年前くらいからスペイン（窒素
などをつかった科学的調理法）が加わり、昨今は北欧が注目を集めた。それがさらに変わり、今はペ
ルー、ブラジル、チリ、メキシコなどのシェフが注目される。実際に世界のベストレストラン 50 のランキ
ングでは南米出身のシェフが上位に食い込んでいる。例えば、2018 年の世界ランキングではアルゼ
ンチンのマウロ・コラグレコシェフが 3 位、ペルーのヴィルヒリオ・マルティネスシェフが 6 位、メキシコ
のホルヘ・バイェホシェフが 11 位に入った。ちなみにこの 3 名はラテンアメリカの小さなコミュニティの
中で生き残った食文化、調理技術、習慣を再発見し保存する活動も共同で実施している。
〇若いシェフが欧州で修行して帰国
背景にはもちろんグローバリゼーションと各国の経済発展がある。日本人シェフも高度成長期にフ
ランスやイタリアに修行に出かけ始めたがこれらの国も同じだ。ラテンアメリカの若手シェフたちは
最近、ヨーロッパの一流店で修業をするようになった。そうしたシェフたちが自国に戻ってレストラン
を開いた。そして欧州で学んだ調理法をベースにしつつ自国の伝統的な食材と食文化を研究、活用
し、今までの発想にとらわれない新たな自国料理を生み出した。南米各国には世界に誇るほどの
高級料理（レシピ）がなかった。もちろんペルーのセビチェやブラジルのシュラスコなど名物料理は
ある。しかし、これらはスペイン、ポルトガルの大昔のレシピ―とインディオの伝統調理法が混ざった
ようなものがほとんどで洗練されていなかった。彼らはそこにチャレンジした。しかも料理を単に生活
の糧やビジネスととらえていない。料理をテコに伝統文化の発掘や保全、さらには地域の発展まで
視野に入れて国境を越えて連帯する。料理にとどまらない社会を動かす戦略性を秘めている。
〇なぜ、今、ラテンアメリカなのか？

ラテンアメリカは広大で起伏も激しい。そんな環境のもとには多種多様な食材がある。だがこれま
で海外であまり知られていなかった。調理法も多種多様である。もともとのスペイン、ポルトガルの
影響の後に日本などアジア移民の料理法が入った。さらに近年はアマゾンやチリの先住民族が育
てて使用してきた食材や調理法が研究、再評価されて、様々なものが交じり合っている。こうした豊
かで多様な食と料理法の広がりの中、世界の美食家たちと富裕層がラテンアメリカに注目する。彼
らは世界を見渡し、行きたいレストランを予約してからフライトを取る。彼らにとって南米諸国はおい
しいレストランの所在地であり、世界クラスのシェフの存在はわざわざ遠くから訪問する最大の理由
になりつつある。さて、以下ではもう少し、具体的に今回、来日する 4 人を紹介したい。
〇ペルーの名人は、エコシステムや“高度（標高）”を料理のコンセプトに採用

ヴィルヒリオ・マルティネス（Virgilio Martinez）シェフはペルーのリマから来る。彼はエコシステムや
高度を料理のコンセプトに取り入れた独自の世界観を料理に表現する。食材の探求にも熱心でペ
ルー全土に穀類、根菜、トウモロコシ、じゃがいも、海の魚、アマゾンの川魚などを探しに行く。2009
年にペルー、リマに「Central（セントラル）」をオープンし、2015 年に世界ベストレストランランキング
で第 4 位を獲得し世界を驚かせた。また、人類学者や植物学者、生物学者、哲学者などで構成され
る MATER INICIATIVA というペルー食文化の研究機関を設立している（来日は 6 月 28 日から 30 日、
予約受付中）。
〇チリ代表は緻密な計算と研究で有名
ロドルフォ・グスマン（Rodolfo Guzman）シェフはチリのサンティアゴから来る。世界ランキングで 27
位、ラテンアメリカで 4 位を獲得している。彼はスペインの名店ムガリッツで修行後、母国で新たなチ
リアンキュイジーンを展開し、チリのベストレストランにも選ばれた。自分のレストランではチリの土
地と海から採れる固有の食材を独自のネットワークから仕入れ、オリジナルのメニューを提供する。
常に食材の新たな可能性を探求し、2016 年には野菜をチーズのように加工し、旨味を凝縮させ内
部でとろけさせる調理法の開発にも成功。下準備にかなりの時間を要して作られる彼の料理は、緻
密な研究と計算のもとに成り立っており、前衛的でアートにも見える美しさがある。彼はチリの先住
民族マプチェに伝来する天然食材や古い調理法も研究する。また生物学者、人類学者、考古学者、
栄養士、医師などの専門家で構成される研究チームとともに、CONECTAZ というプロジェクトを立ち
上げ、チリの食文化の文書化に取り組んでいる（来日は、2019 年 7 月 14 日（日）- 7 月 19 日（金）
予約受付中、https://cookjapanproject.com/category/select/cid/142）

〇家庭料理を刷新したメキシコの名人
このほかにもメキシコから来るホルヘ・バイェホ（Jorge Vallejo）シェフは世界 11 位、ラテンアメリカで
も 9 位を獲得し、メキシコの最も影響力のあるリーダー300 人にもリストされている。彼はメキシコの
先住民の食材、昔ながらの調理法などを研究し、そこに自身の創造性を加え、洗練されながらもメ
キシコの家庭料理を彷彿とさせる懐かしさを併せ持った料理を提供する。また国内の小さな生産者
や農業コミュニティとのパートナーシップを重視し、持続可能性も目指している（2019 年 9 月 3－8 日
に来日予定。https://cookjapanproject.com/category/select/cid/119）。
〇アマゾンの食材を探求するブラジル人シェフ
アレックス・アタラ（Alex Atala ）シェフ はブラジルのサンパウロからやってくる。世界ランキング 30
位、ラテンアメリカで 5 位である。元 DJ だがイタリアやフランスで修業後に本国に戻り、1999 年にサ
ンパウロで開業。ブラジルの奥地やアマゾンの熱帯雨林などあらゆる地を踏査し、先住民の生活に
入り込みながらブラジル人でさえ知らない食材や伝統料理を発掘してきた。そうして集めた膨大な
食材をもとにモダン南米料理に仕立て上げた。また彼は食材の探求の中で、自然を守り、そこに生
活する人を守り、食の連鎖を守るために 2013 年に「アター研究所」を設立。料理や食材の販売を通
じて、自然と共に暮らす人々の生活を守っていくサイクル作りに取り組んでいる。
（来日は 9 月 11－16 日。https://cookjapanproject.com/category/select/cid/180）
〇日本各地のシェフ
これら 4 人のシェフに学ぶ点は多い。素晴らしいのは料理を通じて、自国の食材や調理法、文化
を発掘し、それを世界のひのき舞台で紹介してきたことである。欧州で修行したのち自国に帰り、市
場に出回る食材や地元の富裕層が親しむ欧州料理を超えようと決意した。そして奥地に入り、農民
と語り、異分野の学者たちとも連携しながら、新しい郷土料理を作り上げた。そして今やそれを目指
して世界の富裕層がやってくるまでになった。一番素晴らしいのは、決してフランスやイタリアのまね
に甘んじなかったという点である。
特にこの点は日本の地方出身シェフに学んでいただきたい。地方都市に行くとしばしば、懐石やら
京料理といった表記に接するが残念でならない。料理法は先進地に学べばいいが、地元の食材に
はそれにふさわしい伝統的な調理法がある。これらを組み合わせて新しい郷土料理を打ち出してほ
しい。地方出身のシェフ志望者たちはとりあえずは東京や大阪、京都に来ればいい。海外での修行

もいい。だが修行を経れば勇気をもって郷里に帰り、地元の食材、伝統調理法を再評価し、新しい
料理を開拓してほしい。料理のすそ野は広い。文化や歴史のほか美術や音楽、文学などの文化、
さらに健康や美容などものすごい広がりがある。料理をテコに、料理を触媒に地域の魅力を発掘し、
発信してほしい。
ラテンアメリカは欧米からも日本からも遠い。しかし世界中の富裕層や食通たちが料理を目当て
にやってくる。同じことが日本でもできるはずだ。今年はたまたま南米の４巨頭が日本にやってくる。
またとないチャンスではないか。彼らの料理を体感し、彼らがどうやって定番のフランス料理やイタリ
ア料理の模倣を脱して新南米料理を開拓してきたのか。それをぜひ体感していただきたいものであ
る。
（なお、本稿は石塚晶子氏に助言と監修をいただいた）

２．その他記事
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•

https://sfcclip.net/2019/02/45067/

特集

パースペクティブ、ビジネスの両輪から考える
上山信一研究会について 両ゼミ長インタビュー
2019 年 2 月 22 日
シラバスだけではわからない研究会の実情を SFC CLIP 編集部が実際に研究会に赴いて調査する
「CLIP 流研究会シラバス」。今回は上山信一研究会を紹介する。上山信一総合政策学部教授は、運
輸省の官僚やマッキンゼーのコンサルタントを経て SFC に着任。その後は大阪府・市、東京都の特別
顧問として、橋下徹氏や小池百合子氏のブレーンや企業のアドバイザーも務めてきた。そんな上山教
授は SFC で、過去の文献から未来を洞察するパースペクティブ研究会と実際の企業のコンサルティン
グを行うビジネス研究会を開講している。今回はその 2 つの研究会のゼミ長を務める日森満さん(環 4)
と藤澤慶輔さん(総 4)にインタビューを行った。

ビジネス研ゼミ長の藤澤さん（左）と
パース研ゼミ長の日森さん（右）

過去の歴史を振り返ることで未来を洞察する
パースペクティブ研究会
—— パースペクティブ研究会(以降「パース研」)ではどのようなことしているのですか?
(日森)パース研では、毎週 1～2 冊の輪読討議とグループワークの 2 つを主に行っています。輪読では
マックス・ウェーバーやルソーなどの古典思想書やその解説本を読んだり、実社会の営みという観点
から都市やインフラ、技術の本質を語る本や未来洞察の名著などを読み、予め各人がレポートを作成
してきます。授業では 3 人で 1 チームになり、グループと全体で討議をします。

パース研で鍛えられたという日森さん
さらに、グループワークがあって、3～4 人が 1 チームで班別に、テーマに沿った調査研究、そして学期
末にプレゼンテーションを行います。テーマは、2017 年度は「資本主義、民主主義、宗教」「東洋・西洋
思想」など、18 年度は「インフラ、技術、産業、金融、都市」などでした。19 年度は「戦略、デザイン、財
務、組織」などがテーマになります。研究会の正式名称は、「2050 年パースペクティブ研究会」なので
すが、かなり広い分野から未来を洞察する研究会だと言えます。

グループ発表の様子
ORF2018 セッションにて

ちなみにパース研は毎年 11 月に、ORF で発表をします。先生の方針で、発表は「著名人等のゲストは
一切呼ばない」「学生主体で、それまでの研究の蓄積を自力で発表する」というスタイルを取っていま
す。これが、なぜ恒例行事であるのかというと、準備始めと発表後では研究会のメンバーが別人のよ
うに成長するからです。9 月末から 11 月末にかけての 2 ヶ月もの間、寝食を忘れてチームで準備に勤
しみ、毎週、先生にその成果をぶつけます。初めは、ダメ出しばかり食らっていた学生も、終わるころ
には価値のある情報を見極め、質の高いチャートを作れるようになり、プレゼンテーションの論理構築
能力も格段に成長します。実際に僕も、カラオケルームにフリータイムで入って、プレゼンを朝から晩
まで練習したり、チャートを 1 日 30 枚と決めて作成したり、図書館の本を軒並み読んだりしていました
（笑）。おかげで、得たものは大きかったように感じます。全員がそういった熱量で取り組むことが、高
校生から社会人に及ぶ来場客からの 4.7～4.9/5 という高い評価に繋がっています。今年は一番大き
な部屋でトリを飾り、満員にもできました。春学期のグルワのテーマに合わせて、各班長が班員を引っ

張り、成果を上げます。ORF では、全てのテーマを繋いで、リレーでプレゼンをします。ゼミ生 15 人ほ
どで力を合わせ、時には積み重ねたものを壊し、1 つのアウトプットとして発表します。
—— 「戦略」や「財務」の未来も研究するのですか?
(日森)色々なものの歴史を手掛かりに社会の未来を見るのは、未来洞察の手法の一つです。去年は、
「コンテナ」「保険」「家族」などの歴史から未来を考えました。今年の「財務」も、数字や計算手法を学
ぶのではなく、財務の社会的な位置付けが過去はどうで、今はどうで、未来はどうなるのかという、本
質的なところを研究していきます。年ごとにテーマは変わります。技術や金融などは扱いやすい。一方、
宗教・社会哲学や制度などは掴み所がない。でも、それらを多岐に渡って見ていきます。
—— 未来洞察については、どのくらいの未来を想定しているんですか?
(日森)研究会名のとおり、2050 年といってますが、実際には「もっと先の今はまだ見えない未来」のこと
を考えます。過去を振り返ってみると、ルターの宗教改革、産業革命、石油燃料の実用化など、社会
が大きく転換する瞬間はたくさんありました。現代もそういった兆候(トランプ現象や Brexit 等)が見られ
ます。そんな時代にまさにパース研で、未来を洞察する重要性は高まっていると考えます。
—— 最近ではグループワークを積極的にするようになってきたって聞きましたが、どんな経緯でそうな
ったんですか?
(日森)僕が入った学期は輪読とグループ討議が中心でした。でも先年度の終わりになるときに僕は先
生に「さらなる成長をしたい」という旨のメールを送ったんです。ビジネス研がチームで企業の人たちと
本気で取り組んでいる姿勢をパース研でもやりたいと考えたんです。先生は、サバティカルにも関わら
ず、前向きにそれを聞き入れてくれて、輪読・討議以外に課外のグループワークが始まりました。グル
ープで読む本も加わり、グルワの班長の責任も大きくなりました。ちなみにグルワは、マッキンゼーの
手法でテーマについて、仮説を立てて、章立てを作って、どういったゴールを目指すかを決めるところ
から始まります。
ビジネス研は個別の企業向けにコンサルティングの成果を出すことが大義ですが、パース研は視野を
広げていくことが重要なので、異なる視点の人と苦手な分野に取り組んだりします。グループとテーマ
は、ゼミ生に第 3 希望まで聞きますが、必ずそれに合わせるとも限りません。パース研にはおおまかに、
「本質を突き詰めたい本好きの人」と「実社会を変革したい人」の 2 種類の人がいます。それぞれの人
が協働して課題に取り組むことで、視野を広げられるよう工夫しています。
—— 古典などを読んで実社会を洞察するということの実感が持てないのですが、過去に遡ってから未
来を洞察するってどうやるんですか?

(日森)「洞察」は実務スキルのように、すぐに身について新卒ですぐ使えるスキルではありません。古
典思想や歴史を学ぶと社会や人類の流動的な変化や全体像が見えてきます。すると、変化を察知す
る力が身につきます。それが鋭い洞察に繋がっていくんです。社会に出るとやがて政治的な決定や会
社の方向づけにも関わるようになる。その時に、周囲の社会の変化を察知できないと正しい判断を下
せません。古典思想や歴史を学ぶことで、個々人の頭に「内なる世界感」や「座標軸」が築けます。こ
れからの流動的な社会を先導していく上で、必要な素養が構築されます。こうした力が実社会で役に
立ってくるのでしょう。
—— ちなみにさっきから洞察がキーワードとして挙げられてますが、洞察って何ですか?予測とは違い
ますよね?
(日森)洞察が予測と違うのは、俯瞰的な視点や本質を見抜いた上で、今後を見通すところでしょう。本
質を見抜くこととは物事が元々持っている意味を理解することです。例えば「道路」一つとってみても、
歴史を遡れば、統治や慣習維持のために敷かれていたときがある。自動車が通るためだけのもので
はなかったんです。歴史を振り返ることで本質に気づくことがあります。
また、洞察をするためには、俯瞰的な視野を持つことや時代を遡ることで視点を変化させることも必要
です。いつもの自分とは別人のような立場に立って、広く物事を見るのです。
パース研のみなさん(日森さん提供)

—— 次は日森さん個人について、日森さんはどうして上山研に入ったんですか?

(日森)先生の言っていた言葉に「ゆでガエル現象」があります。水にカエルを入れて、だんだん温めて
いくと、気が付かないうちにゆでガエルになって死んじゃうっていう話です。人生でも、気が付かないう
ちに何かが失敗したり、崩れたりする瞬間があります。僕の体験では中学生の頃、水泳部の部長をや
っていて、部員が 2 人やめちゃったんです。理由は練習についていけないということと影でいじめられ
ていたことでした。ふとしたことがきっかけである時どこかにヒビが入ってしまう。そして、気づかないう
ちに割れてしまう。これが人生の問題意識としてありました。それは大学受験の時も同じで、高校が大
学の付属校だったんで、周囲は大学受験を意識しないわけです。だから高 3 になった時でも大学受験
の存在に気づかない。そのまま気づかずに進んでいたら、ゆでガエルになっていたのかもしれない。
そして、現状も大きく違っていたと思います。そう考えると、「見えないもの」が社会や個人の人生にあ
って、そこにちゃんとアンテナを張っていきたい。そういう強い意志がありました。
そんな経験もあり、大学時代は目の前のことに全力で取り組みながらも常に客観視する自分を持ちた
い。常に内省を繰り返しながら生きたいという強い思いがありました。また特定の分野を学ぶよりも、
人が捉えないことに対して、フレームを当てはめたり、論理的に考えることで解を出すことに魅力を感
じました。そして、多種多彩な優秀な人が集まっていて厳しいゼミに入りたいと思って上山研を選びま
した。

企業の経営問題の分析から解決策を促す
ビジネス研究会
—— ビジネス研究会ではどのようなことをしていますか?
(藤澤)ビジネス研は 2013 年から毎期 3-5 社ずつ実際のクライアントを相手とするコンサルティングを行
っています。3 人 1 組のグルワ形式で 1 社を担当します。上山先生曰く、マッキンゼーがお金をもらって
企業向けに行う戦略コンサルティングと全く同じことを、授業なので経費だけ負担してもらって実質無
償でしています。今までの 6 年間で合計 48 社とやっています。
ゼミ生は 3 人 1 組で 1 学期に 1 社、つまり 1 プロジェクトを担当します。節目は中間発表と最終発表の
2 回でクライアントの社長や役員などの経営陣も参加します。実際の動きとしては、中間発表までは企
業の幹部や消費者インタビュー等を通して経営課題を多面的に現状評価をします。そこでは、クライア
ントが見えていない課題をあぶり出し、構造化してクライアントに提示します。後半は筋の良い課題に
絞り込み、より具体的な課題解決に取り組みます。後半で実際の店舗改善を行う班もあれば、組織改
革を行う班、はたまた新規事業の提案をして新しい戦略づくりを行う班もあり、動き方は様々です。
—— 他のビジネス系の研究会とはどう違うのですか?

(藤澤)ビジネス系の研究会は SFC にも商学部にも色々あり、私自身も他の経営系の研究会にも所属
していますが、上山研ビジネスの大きな特徴としては、実際に企業の人と生の課題に取り組み実践的
に経営戦略が学べる点だと思います。
他の研究会ではケース教材を通じて学んだり、論文などを読んで経営理論を学んだりします。もちろん
それらも非常に重要ですが、実際に目の前の経営戦略を考えていくに当たっては、個社の現状を自分
の目で見て分析し、そこから本当の課題を見つけ出して企業の人と一緒に解決策を考えます。その間
では本当に実行に移していけるかどうかを真剣に見極めて提言します。つまり、具体的な改革の処方
箋を作っていく。このように、理論じゃなくて、個社別の実践的な経営戦略を学べる上山研の活動内容
は、他と大きく違うポイントだと思っています。また、理論として学んだことを実践知として自分の中に
落とし込むことができる、学生ではなかなか体験できない貴重な経験を積むことができる場所だと思っ
ています。

ビジネス研のゼミ長を務める藤澤さん
—— ビジネス研はクライアント企業が望むことに応えるだけでなく、本質的な経営問題にも厳しく指摘
するというのは本当ですか?
(藤澤)クライアントがあまり言われたくない、耳を塞ぎたくなるようなことでも、伝え方を工夫した上でき
ちんと伝えます。クライアントに新しい気づきを与えることが私達の価値だと思っているからです。特に
日本では実際に経営に携わっている人の多くが何十年もその会社で働いてきた方々です。ゆでガエ
ル現象じゃないけど、その会社に何十年もいると俯瞰的に会社の全体像を見たり、抽象と具体の思考
の行き来をしたりすることが難しくなる。そういった人たちに対して私達が多面的な視点から現状分析
をして、見えない課題を指摘することは大きな価値になります。
なお、コンサルタントは企業の課題を指摘して終わりというイメージを持つ方もいると思いますが、上山
研ではその指摘した課題を解決する案はもちろん実行プロセスも含めた”出口”までクライアントにイメ
ージしてもらった上でプロジェクトを終えます。戦略は往々として独り歩きしがちで、社員にそのまま伝
えても社内政治や組織の問題などが障壁となって実行に結びつかない場合も多いです。私達はある
べき姿に向かってどうすれば近づけるのか考えてもらうためのコミュニケーションプロセスも含めて考
えています。

ビジネス研のミーティング風景(左奥は筆者、藤澤さん提
供)

—— 藤澤さんはどうしてビジネス研に入ったんですか?
(藤澤)もともと上山研に入りたくて SFC に来たんですが、どうしてそう思ったかについては今までの自
分の生き方や環境が影響してきたと思ってます。実は僕高校のときは単位落とすわ、実力テストでは
学年でビリやら、めちゃくちゃ成績が悪かったんです。でも何を間違ったか共学のトップ校に来てしまっ
た。周りには開成蹴ってうちの高校に来たり、教科書を一回見ただけで全部覚えたりする人もいるわ
けです。自分はそんな事はできないし、そんな人たちと同じ土俵で戦ったら勝てないと思いました。そ
れでいわゆる”勉強”ではなく、自分で頭を動かして何かを実現していくってところに価値が発揮できる
んじゃないかと考えました。それからは合唱祭の指揮者、文化祭委員会の幹部、軽音部部長など、課
外活動に精力的に取り組む「イベント屋さん」になっていきました。例えば、学園祭のときにも高校の中
庭のステージを、コンテンツを作って人が集まる場に作り変えました。そのための予算の確保、新しい
部署の立ち上げから、実行に移すまでをやりきりました。それらを通して自分の頭を使って考えたこと
を形にしていくことが自分の価値を発揮できるポイントではないかと考えました。
そんな時に社会人の卒業生が来て講演する進路講演会があったのですが、そこにいたのがマッキン
ゼーで働かれている方でした。その方は、話の組み立て方もスライドの作り方も伝え方も全てが非常
にわかりやすく、世の中にこんなに頭の切れる人がいるのかと衝撃を受けたことを今でも鮮明に覚え
ています。また、そこで初めて経営コンサルティングや経営のことに興味を持ちました。
このように高校時代に自分の限界を知って戦う場所を変えたことから、ビジネスや経営に対して興味
を持ち始めました。これが転換点だったと思います。平均点を目指すのではなく、ある領域だけ突出し
ていればいい。無理に勝てない場所で戦う必要はないと思ってます。

ビジネス研のみなさん
(藤澤さん提供)
—— 上山研に入ってからギャップはありましたか?
(藤澤)企業コンサルティングのグループワークですが、最初は自分が思ってたようなことができないな
と感じることがありました。というのも新規生は情報収集とか資料作成などの基本的な”作業”を任され、
全体の流れなどの”上流工程”を任せてもらえない。僕は思考力を高めたいのでギャップを感じました。
そこで、班長が作った章立てに対して、自分で別の章立てを書いて突き出してみるなど、班長と同じ目
線で俯瞰的に議論することを大切にしていました。上山先生はそういう積極性を受け入れてくれる人な
ので、言っていることが論理的に正しくて、実現性のあるものなら話を聞いてくれる。先生だけでなく班
長も正しければそれを受け入れてくれる。ロジカルならそれが通る。そんな空気が上山研にはあると
思ってます。

どちらの視点も欠落してはいけない 2 人のゼミ長が考
えること
—— ビジネス研はクライアントがいますが、パース研はどうやってアウトプットをしていくんですか?
(日森)それは 2 種類、ORF での社会への提言と、そして卒業後の実態を伴う価値の創出です。実態を
伴う価値というのは、説明するのが難しい。パース研でどんなに賢くなっても、すぐに社会に価値を出
すことはできない。そして、社会に出たらまずは財務とか IT とかを勉強しないと組織でやっていけない。
でも、その実務スキルがパース研的な視点と交わり、リーダーシップや問題解決力に変わっていく。そ
れが社会の変革のうねりを作り出し、その拡大に繋がるんだと考えています。

(藤澤)本当にそのとおりだと思っていて、やっぱりベースには実務スキル、ビジネス的な腕力がなけ
ればいけません。でもそれをやってくると戦略を考えるときにどういう切り口から考えるかを決めないと
いけなくなってくるんですよ。そういったときに多面的に考えるっていうパース的な視点が重要になるん
です。だから、パース研は”体がないけど技だけ覚えたポケモン”みたいな状態だけど、ビジネス研は”
レベル 50 まで上げたけど技を覚えていないポケモン”みたいな状態だと思ってます。「レベルは上げた
けど技を覚えていなくて体当たりしかできません」みたいな感じです。
(日森)お互い自分の研究会を全力でやってきて、藤澤も”レベル 50”まで行くと“技”が必要だと思いま
すし、僕も“技”だけ覚えたら実態が必要だって思うしで、極めると自分に足りない物が見えてくるんだ
なと思いました。
(藤澤)だから僕も 4 年の春にパース研に行こうとしたんですけどね。結局そのことを先生に言ったらビ
ジネス研に残るよう言われて止められたんですけど。(笑)
(日森)パース研の内容は、先生が米国にいた時に参加していた ASPEN 財団(エグゼクティブセミナー)
やマッキンゼー時代に何度も出ていた世界幹部研修、プリンストン大学の大学院のメソッドを参考にア
レンジしたものなんです。だから「この能力は腕力があることが前提」ということを表していると思いま
す。
(藤澤)パース研の難しいところはそこだと思います。腕力がまだない学生がそれをどうやって学べるの
か。腕力のポテンシャルがある人がやるのはすごくいいと思いますが、腕力が全くなくて学びたいだけ
の人にとってはあまりその価値は伝えられないと思います。
(日森)実感できるレベルに達するには、お互い相当の労力と時間が必要だと思いますが、パース研の
場合は、道筋は見えるけど、実際に動かすことができないという”もどかしさ”はありますね。
—— ビジネスとパースで点と点を結びつけることが共通してますね
(藤澤)両方とも多面的な視野を手に入れることでは共通していて、ビジネスの場合は主語が企業、パ
ースの場合は主語が人類と社会になります。ビジネス研ではビジネス・ケースを積み重ねることで多
面的な視野で物事を見られるようになってきます。
(日森)パース研は歴史を学んだり、有識者の知見を得ることで、その力を養っています。人間は 60 年
から 100 年しか生きられない。その間に学べることには限界がある。しかし、過去の人の知見の蓄積を
吸収したり、歴史上の出来事について考えると、時空を超えて、点と点がつながる。そのことで多面的
な視野が形成できます。

そこの共通点の認識が先生にはあって、この２つの研究会は実はセットなんです。でも学生はすぐに
は気づかない。卒業近くなってくると、それに気づくようになるというのが、上山研の面白さでもありま
す。

矛盾していてそこが魅力に 上山教授について

学生にフィードバックをする上山教
授。パースペクティブ研究会の最
終授業にて

—— 最後に、お二人の上山教授に対する印象を教えてください
(日森)2012 年の記事には「大阪生まれのアメリカ人」って書いてあって、そこは間違いないと思います。
それ以外には、「陰と陽」が先生の良さとしてあると思います。自分のポジションをとって自信に溢れて
いるように見えるけど、謙虚さもある。組織をまとめる上での温かさもあるけど、組織を動かす冷徹さも
ある。情熱と冷静さもそうです。陰と陽の両輪が生み出す客観性が先生の力の根底にあると思ってま
す。
(藤澤)厳しいながらも人間的なチャームさを兼ね備えた先生ですね(笑)。大阪ご出身だからかもしれま
せんが。

上山教授について話す両ゼミ長

(日森)でもプライベートでは愛情深いし、自分が育てた生徒に対して息子のように接し、親身に相談に
乗ってくれるし、くだらない話も聞いてくれます。「コスモポリタン」という言葉がありますが、まさに民族・
思想や年齢・性格にとらわれずにフラットなコミュニケーションをとってくださる方だと思ってます。
(藤澤)大抵の先生って自分の研究がある上で余力の範囲内で面倒を見てくれますが、上山先生は学
生にたくさんの時間を割いてくれていて本当にすごいと思います。
(日森)まさに愛と厳しさですね。そういう矛盾する 2 つの要素という両輪、それを兼ね備えた方が「上山
教授」です。
—— ありがとうございました。
自分が気づかないものを洞察する。日森さんが言っていた言葉にもあるとおり「自分にとって必要な情
報が何だかわからない」といった時に何をするべきかを学べるのがこの研究会の魅力の一つだろう。
情報やデータに溢れかえり、多くの物事にアクセスできるようになってきているが、必要な情報を取っ
てくることが簡単になった分、自分にどんな情報が必要か考えることの難しさが露呈する時代になって
いるとも考えられる。そういった状況でも、クライアントが企業であれ人類であれ、未知のものに対して
必要な情報を明確にし、将来像を洞察する訓練はきっと意味があることだと思う。
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中部９県 移住急増 ３年で１万 9000 人 富山は８年連続
本紙調査
政府が地方創生政策を始めた二〇一五年度から一七年度までの三年間で中部九県
への移住者が少なくとも計一万九千人に上ることが分かった。各県に取材し、本紙が
まとめた。増加傾向にあり、一七年度は石川と静岡が初めて千人を超すなど六県で過
去最多を記録した。各県で「移住」の定義が異なるため比較は難しいが、トップは長野
で約五千三百人。岐阜が約三千七百人で続く。（前口憲幸）

政府は東京一極集中の是正、地域の活性化のため、移住増を重要な柱の一つに据
えている。各県も住みやすさをアピールして積極的に移住を呼び掛けており、移住者
は各県の予想を超えるペースで増えている。
石川や富山、福井、三重の四県は、既に「地方版総合戦略」に記した一九年度の目
標値に達した。静岡、滋賀両県は五年間の累計目標をクリアした。
北陸への移住者は増え続けている。石川への移住者は一五年度五百十人、一六年度八百八十九人、一七年度千二十
人。〇五年度の四十五人と比べて約二十三倍になった。県の担当者は、新幹線の開業効果、いしかわ就職・定住総合サ
ポートセンター（ＩＬＡＣ）の活動にも触れて「市町の住宅支援制度が充実している」と説明した。
富山への移住者は一五年度四百六十二人、一六年度五百六十五人、一七年度七百二十九人。〇九年度から八年連
続で増えている。ＮＰＯ法人・ふるさと回帰支援センターの調査では、昨年の移住相談件数は全国八位。県の担当者は
「まずは富山を知ってもらう。移住者増を地域経済の刺激につなげたい」と語る。
長野は東京に近く、自然の豊かさを売りに幅広い年齢層を受け入れる。相談件数は一七、一八年連続で全国一位。月
刊誌「田舎暮らしの本」（宝島社）の調査では、十三年連続で「移住したい県」ナンバーワンだ。県の担当者は「地方消滅と
いう言葉はショッキングだった。地域が連携を強め、危機感を抱き、移住策に取り組んでいる」と話す。
一方、名古屋市を中心に転入増が続く愛知は、県全体の移住者数は調べず、三河地方の山間地域に限って調査。県の
担当者は「政府は移住促進に熱心だが、愛知では正直、優先順位は低い」と話した。

全国規模で把握できず
国、定義付けせず
政府は「移住」を定義付けていない。各自治体は基本的に相談窓口を通じて移り住んだ人を集計している。石川、富山、
福井、岐阜、三重、静岡、愛知（三河山間地域のみ）は県や市町村の移住支援制度を活用した人を合算。富山は転入して
農林漁業に就労した人も加える。長野と滋賀は転入手続きの際に移住かどうかアンケートで確認している。
政府は移住を重要政策に据え、交付金を出しているが、定義がないため、移住者数を全国規模で把握できないのが現
状だ。内閣官房まち・ひと・しごと創生本部の担当者は「個人的事情に踏み込めない。移動をどうとらえるかひとくくりにで
きない」と説明する。定義付ける予定はないという。
大正大地域構想研究所の塚崎裕子教授（労働政策）は「実態を全国レベルで把握できないのはよくない。定義付けは難
しいが、例えば、自治体の移住支援制度を活用した人に対象を絞った集計はできる」と話す。

慶応大の上山信一教授

（政策評価）も「住民票を移動しない人もいる」と定義付けの難しさを説く。「移住だけの数字にはならないが、社会増減に
目を向け、長期的な推移をみていけば、その地域の傾向を探ることはできる」と話した。
明治大の小田切徳美教授（農村政策論）も「社会増を『移住＋α』とする考え方もある」と指摘。人口の奪い合いが続くこ
とがよくないとして「居住地以外の地域にも関わりを持つ『関係人口』の概念も大切だ」と話す。

Besucher im Nationalstadion von Tokio im Juli 2018: »Kultur der Angst«

Baustelle Olympia
Sommerspiele Rund ein Jahr vor Beginn der Wettkämpfe ringt Tokio mit Korruptionsvorwürfen
und explodierenden Kosten. Nun soll ein Judoheld das Chaos ordnen.

D

er Mann, der Japans wichtigster
Sportfunktionär werden soll, hat
schon viele aufs Kreuz gelegt. Yasuhiro Yamashita, Kampfgewicht
127 Kilogramm, gewann vier Weltmeistertitel im Judo, holte 1984 olympisches Gold.
In Japan nennen sie ihn »Judogott« und
verehren ihn als einen der größten Athleten des Landes. Nun steht Yamashita, mittlerweile Chef des nationalen Judover94

bands, vor seinem nächsten großen Kampf.
Wenn Japans Nationales Olympisches Komitee (JOC) Ende Juni einen neuen Präsidenten wählt, geht der noch immer stämmige 62-Jährige als Favorit ins Rennen.
Bekommt er den Posten, wäre Yamashita Gastgeber der größten Sportveranstaltung der Welt – 2020 steigen in Tokio
die Olympischen Sommerspiele. Ein Traumjob, könnte man meinen.

Doch Yamashita müsste sich an der
JOC-Spitze vor allem als Krisenmanager
beweisen. Denn rund 14 Monate vor der
Eröffnungsfeier im Tokioter Nationalstadion werden die Olympiavorbereitungen
von immer neuen Problemen gestört: einem schwelenden Korruptionsverdacht,
menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen auf den Olympiabaustellen, explodierenden Kosten.

Dabei hätte eigentlich alles besser werden sollen. Als das Internationale Olympische Komitee (IOC) vor sechs Jahren
Tokio zum Ausrichter der Spiele wählte,
galt Japans hochmoderne Hauptstadt als
sichere Bank. Zu groß schienen die Risiken
der Mitbewerber: Istanbul mit seiner Nähe
zum Krieg in Syrien; Madrid als Spaniens
Hauptstadt, die tief in einer Schuldenkrise
steckte.
Die Sommerspiele fanden bereits 1964
in Tokio statt, zweimal waren Sportler
bei Winterspielen zu Gast in Japan, stets
ohne große Zwischenfälle. Was sollte da,
von der fortlaufenden Krise um die Atomruine im rund 250 Kilometer entfernten
Fukushima einmal abgesehen, schon
schiefgehen?
Doch dann begann das Chaos. Vor drei
Jahren wurde bekannt, dass die französische Finanzstaatsanwaltschaft die Vergabe
der Spiele an Tokio untersucht. Ausgangspunkt der Ermittlungen bildeten zwei
Zahlungen des japanischen Bewerbungskomitees in Höhe von rund zwei Millionen
US-Dollar an die Firma Black Tidings in
Singapur, Betreff: »Tokyo 2020 Olympic
Game Bid«. Bestechungsgeld zum Kauf
stimmberechtigter IOC-Mitglieder, so vermuten die französischen Fahnder.
Hinter Black Tidings steht der Senegalese Papa Massata Diack, einer der vielen
korrupten Köpfe des Weltsports. Auch für
die Beeinflussung der Wahl Rio de Janeiros zum Olympiaausrichter 2016 soll die
Familie Diack Geld erhalten haben.
Anfang dieses Jahres wurde bekannt,
dass gegen Tsunekazu Takeda, ehemals
Chef der Tokio-Bewerbung, ebenfalls ermittelt wird. Schließlich habe der ehemalige Olympiareiter die zwei verdächtigen
Zahlungen an Black Tidings angeordnet.
Takeda, Urenkel eines japanisches Kaisers,
beteuert seine Unschuld, hat aber dennoch
seine Ämter geräumt, unter anderem als
JOC-Präsident.
Kann Judo-Ikone Yasuhiro Yamashita
nun den Funktionärsfilz lösen? Immerhin:
Im Jahr 2013, als der nationale Judoverband Schlagzeilen mit einem Gewalt- und
Missbrauchsskandal machte, profilierte
sich Yamashita als rigoroser Aufräumer.
Die Korruptionsaffäre bliebe allerdings
nicht Yamashitas einziges Problemfeld.
Vor gut zwei Wochen präsentierte die Bauund Holzarbeiter-Internationale (BHI) einen Bericht über die Arbeitsbedingungen
auf den olympischen Baustellen. Darin informiert der Gewerkschaftsbund über »gefährliche Formen der Überarbeitung« und
eine »Kultur der Angst«. Bis zu 28 Tage
am Stück müssten Arbeiter antreten, in einigen Fällen hätten sie ihre Sicherheitskleidung aus eigener Tasche bezahlen müssen.
Rund die Hälfte der Beschäftigten arbeite
ohne schriftlichen Vertrag. Mindestens
zwei Todesfälle habe es bereits gegeben.
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Bedingungen, die an die Zustände in Katar
erinnerten, Gastgeber der nächsten Fußballweltmeisterschaft.
Besonders betroffen seien Ausländer.
Im April trat ein Gesetz zur Anwerbung
von Gastarbeitern in Kraft, das in Japans
alternder Gesellschaft dort Löcher stopfen
soll, wo es an Arbeitskräften mangelt. Das
gilt auch für den Bausektor, der für viele
Japaner unattraktiv ist. Fehlende Stellen
werden oft mit Arbeitsmigranten gefüllt,
etwa aus China und Vietnam.
Die »Tokyo 2020«-Organisatoren weisen jede Verantwortung von sich, man sei
nicht Auftraggeber der Bauprojekte. Für
BHI-Generalsekretär Ambet Yuson eine
typische Reaktion. »Unsere Vorschläge
wurden vom Organisationskomitee nicht
akzeptiert. Unser Bemühen, vor Ort Sicherheits- und Gesundheitsbedingungen
zu prüfen, wurde gerügt.«
Das IOC sagt, man nehme die Vorwürfe der BHI »sehr ernst« und habe sich
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Ehemaliger Bewerbungschef Takeda
Verdächtige Zahlungen

diesbezüglich mit der internationalen Arbeitsorganisation ILO abgestimmt. Man
sei bestrebt, »angemessene Lösungen zu
finden«.
Die braucht es auch im Hinblick auf die
Kosten der Spiele. Das Multimilliardenprojekt Olympia solle den Steuerzahler
nichts kosten, verkünden die Macher von
»Tokyo 2020«, sämtliche Ausgaben seien
privat finanziert. Es sei ein Weltereignis,
für die Bürger zum Nulltarif.
Ist das wirklich so? »Daran glaubt niemand«, sagt Shinichi Ueyama, Politikprofessor an der renommierten Keio-Universität in Tokio. Finanztechnisch gesehen hätten die Organisatoren zwar recht, weil sie
im Budget nur die Betriebskosten auflisten.
Dazu gehören etwa die Aufwendungen für
Busshuttles, Strom oder die Kleidung der
Helfer während der Spiele. Der – staatlich
finanzierte – Bau von Wettkampfstätten
oder die erhöhten Sicherheitskosten sind
hiervon aber ausgenommen. »Die Tokioter
Metropolregierung trägt die gesamte Finanzierungsverantwortung«, sagt Ueyama.
Also die öffentliche Hand.
Ueyama stand 2016 einer Expertenkommission vor, die im Auftrag der Tokioter

Bürgermeisterin die Finanzlage prüfen sollte. Mit 6,6 Milliarden US-Dollar war zu
Beginn der Planungen für 2020 kalkuliert
worden. Ueyamas Team bilanzierte hingegen, dass die Gesamtkosten mehr als
30 Milliarden Dollar betragen könnten.
Viereinhalbmal so viel wie ursprünglich
angenommen.
Derartige Budgetexplosionen sind in
Japan besonders beunruhigend. Das Land
hat eine Staatsverschuldung von fast
240 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung, der Schuldenanteil ist damit fast
doppelt so hoch wie etwa im finanziell
wankenden Italien. Wegen der alternden
Bevölkerung fällt es Japan zudem immer
schwerer, die nötigen Erlöse zu erwirtschaften, um den Haushalt sanieren zu
können. Die Milliardenkosten für eine gut
zweiwöchige Sportparty müssen somit
von einer schrumpfenden Zahl an Arbeitskräften beglichen werden.
Ueyamas Kommission machte Sparvorschläge, unter anderem habe man eine Verkleinerung der Schwimmhalle erwirken
können. Mittlerweile schätzt Ueyama die
Gesamtkosten nicht mehr auf 30 Milliarden, sondern auf rund 20 Milliarden Dollar. Dabei wäre auch dies noch fast doppelt
so viel wie das, was »Tokyo 2020« in seiner Budgetplanung ausweist.
Ueyama setzt bei seiner Hoffnung auf
weitere Sparmaßnahmen vor allem auf das
IOC. »Das hat mittlerweile großes Interesse daran, Kosten zu sparen. Ich vermute,
das IOC macht sich Sorgen, dass Bürger
aus demokratischen Ländern Olympiabewerbungen ansonsten nicht mehr unterstützen werden.«
Tatsächlich konnten laut IOC bereits
2,2 Milliarden Dollar aus Etatposten eingespart werden, etwa durch den Verzicht
auf eine neue Basketballarena. John Coates,
Chef einer IOC-Delegation, die Ende Mai
Tokio besuchte, gibt sich damit aber noch
nicht zufrieden: »Wir glauben, dass weitere Budgetkürzungen möglich sind.«
Ein Vorhaben, das zumindest offiziell
von Verbänden der olympischen Sommersportarten unterstützt wird. Es dürfe aber
nicht an der falschen Stelle gespart werden:
bei den eigentlichen Wettkämpfen. Judoweltverbandspräsident Marius Vizer sagte,
er mache sich »ernsthafte Sorgen«: »Wir
sind einverstanden mit den Kürzungen,
aber nur solange sie nicht die Qualität der
Wettkämpfe beeinflussen.« Auch die Segler, Triathleten und Tennisspieler äußerten
Bedenken.
Nur einer ist daueroptimistisch: der
IOC-Präsident. Im November sagte Thomas Bach, er erinnere sich an keine Olympiastadt, die besser auf die Spiele vorbereitet gewesen wäre als Tokio. Er erwarte
»exzellente Olympische Spiele«.
Felix Lill, Thilo Neumann
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