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2021 年 4～12 月の主な論文・記事 

 

 

１．執筆・インタビュー記事  

 

（１）執筆記事論文                                   P. 6 

・総合政策学－30 年の回顧と展望（『KEIO SFC ジャーナル』Vol.21、2021 年 4 月） 

・これからの自治体ガバナンス（『月刊ガバナンス』2021 年 5 月号） 

・ポストコロナと DX 時代の変革論（『マネジメント・トレンド』2021 年 10 月号） 

 

（２）『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     P.47 

・都市の DXってなんだろう―シェアリング＆サブスクを手掛かりに考える（1月 12日） 

・行政改革に外部人材としてどう関わるべきか―各種委員、顧問、アドバイザーの心得（その 1） 

 （2月 10日） 

・データを使いデータに使われる未来―政府のデータ基本主義とデータ資源活用を考える（3月 10日） 

・政策は 10次元で捉えたら見えてくる？―科学とアートの融合の時代に向けて（4月 12日） 

・空洞化する政府・行政の機能―民営化、政治主導、データ信仰の逆機能（5月 10日） 

・専門家、第三者をどう使うか？（上）―「あいちトリエンナーレあり方検討会」では異分野の 

専門家を総動員（6月 10日） 

・大都市経営の単位を見直す―都道府県でも市町村でもない第 3の組織とは何か（7月 12日） 

・これからの企業改革は行政改革に学べ―外圧を使って「業界構造」を変える時代の新常識 

 （8月 10日） 

・CO2対策よりもサーキュラー型社会の構築を考えよう（9月 10日） 

・もしも「羽田-伊丹便」が廃止されたら――近い未来のシミュレーション（10月 11日） 

・日本の行政 DX（上）：できていることとできていないこと（11月 10日） 

・日本の行政 DX（下）：実は水道、消防と同じく広域化と民営化が鍵（12月 10日） 
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（３）Yahoo ニュース                                   P.75 

・IT など民間人材は政府や自治体の改革でもっと力を発揮すべし（4 月 26 日） 

・地方に住む「不本意非正規女性」を助けよう―“個人”を見据えた地方創生の提案（5 月 21 日） 

・デジタル化でどんどん溜まる人間系データをどう活かすのか（5 月 24 日） 

・政策は数字だけでなく 10 次元で捉えよう―データ至上主義と EBPM ブームへの疑問―（6 月 28 日） 

・社会イノベーションの対象としての街づくり―ストリート・アントレプレナー（7 月 27 日） 

・デジタル庁発足 暮らしはどう変わる？（監修、8 月 4 日） 

・スマホは社会を変えたが今後は「シェアリングとサブスク」が都市と個人の DX を牽引するだろう

（8 月 28 日） 

・大企業の M&A、ガバナンス構築は意外に自治体経営に学ぶ点が多い（9 月 1 日） 

・どんな業種でもできる「サーキュラー型ビジネスモデル」（10 月 1 日） 

・もしも「羽田-伊丹便」が廃止されたら―近い未来のシミュレーション（10 月 13 日） 

・プラットフォーマーはなぜ国家と戦うことになるのか―理解のヒントは「規格」（上）（11 月 29 日） 

・プラットフォーマーはなぜ国家と戦うことになるのか―理解のヒントは「規格」（下）（12 月 27 日） 

 

（４）WISS                                       P.133 

・起業家の新しいカタチ。等身大の起業家「ストリートアントレプレナー」とは!? 

（8 月 6 日）（8 月 20 日）（8 月 30 日） 

・2050 年のポスト資本主義の姿を考える （9 月 13 日）（9 月 24 日）（9 月 30 日） 

・「2050 年の家族の姿」を洞察する  （10 月 22 日）（10 月 25 日）（11 月 8 日） 

・プラットフォーマーの本質は「規格 3.0」である（11 月 22 日）（12 月 6 日）（12 月 27 日） 

 

（５）インタビュー記事                                 P.205 

・大事なのは自分がやりたいこと（単行本『仕事に生かすアート思考』町田裕治著、日経 BP 

マーケティング所収） 

・Will new agency save Japan from digital defeat? （NHK World Japan、9 月 2 日） 

・行政の DX を考え直す（行政＆情報システム、2021 年 12 月号） 
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２．講演録                                      P.226 

・大阪のスマートシティ戦略（国民會舘武藤記念講座） 

 

３．名前の引用等  

・富士急「ド・ドドンパ」 新たに 5人のけが判明（毎日新聞、8月 31日） 

・豊中高校 華麗なる卒業生人脈（ダイヤモンドオンライン、11月 2日） 

・富士急ハイランド事故（日経新聞、11月 4日） 

・富士急ド・ドドンパ（毎日新聞、11月 4日） 

・ド・ドドンパ事故（読売新聞、11月 5日） 

・富士急事故（山梨日日新聞、11月 5日） 

・富士急ハイランド（産経新聞、11月 5日） 

・“長沼ボート場問題”小池百合子さんとの顛末 村井宮城県知事インタビュー（文春オンライン 

12月 3日） 

・なぜ富士急ハイランドは山梨県にケンカを売ったのか（ダイヤモンドオンライン、12月 9日） 

・「総合政策学」の 30年を書きました（西村歩ブログ、12月 8日） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） Yahoo ニュース 
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ITなど民間人材は政府や自治体の改革でもっと力を発

揮すべしーーアドバイザー、顧問、各種委員のすすめ 

 

上山信一慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 

2021/4/26(月) 7:45 

 

 

 

最近、知人から自治体や政府の委員になるべきか迷うーーという相談をよく受ける。「○○

省の審議会委員をやっているが会議が形式的で退屈」「市長のアドバイザーを頼まれたが

政治色がついたら困る」「報酬があまりに安くて実質赤字」といった本音だ。片や民間企業

ではガバナンス改革が進み、社外取締役のほうは数も権限も強化の方向だ。取締役会の

議論の質もどんどん上がる。そんな中、時間給数千円程度で旧態依然の公的機関の委員

を引き受けようという動機が揺らぐのは当然だろう。 

 だが筆者の実体験でいうと行政機関の改革では外部の第3者だからこそ果たせる役割が

多々ある。いわゆるお仕着せの審議会はかなり減っている。審議内容は情報公開にさらさ

れるため言いっぱなしではすまされなくなってきている。私は ITはじめ民間企業の人材がも
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っと行政改革にかかわるべきだと考えている。今回は外部人材が行政改革にどう関われる

のか、私の経験を紹介する。 

 

●どういう場合に外部人材は本格的な行政改革に貢献できるか 

 

 外部の委員や顧問、アドバイザーが本格的な改革に関わる例にはおよそ３つのパターン

がある。 

 第 1は政治的、あるいは社会的に話題となった火中の栗を拾うタイプの案件である 

（以下「A型」）。私の場合は、2016年の東京都庁における東京五輪・パラリンピックの会場

見直し、19年のあいちトリエンナーレの展示中止・再開問題、05年の大阪市の職員厚遇問

題、12年の大阪市営地下鉄・バスの民営化検討や大阪府立と市立の大学統合等が代表

例だ。いずれも「特別顧問」として首長と密に連絡を取りながら職員のプロジェクトチームと

連携して課題解決にあたった。 

 第 2は、政権交代にともなう経営刷新活動のプロデュースである（同じく「B型」と）。16年

から 18年の東京都の小池改革（都政改革本部）、08年から 15年の大阪府・市の橋下改革、

00年の福岡市の「DNA運動」、12年から 18年の新潟市の政策改革本部等である。 

 第 3は制度に基づく行政の監視・第三者評価活動である（同じく「C型」とする）。 

これは国土交通省の政策評価会、東京都の政策連携団体経営評価委員会のほか、各種

の第三者評価委員会の第 3者評価委員の仕事だ。これらは一見地味で、いわゆるお墨付

きを与えるだけに見える場合もある。だが運営のやり方次第では、漢方薬のような効果をも

たらし数年をかけた改革につなげることができる。私は数多くの評価委員会に参加してきた

が、少なくとも上記 2つについては事務方に評価制度を使って改革を進めたいという意思

があり、彼らと連携して一定の成果が出せてきたと思う。 

 

●どのように改革や政策の変更に関わるのか 

 

 実際の政策形成や変更にどう関わるかはケースバイケースだ。改革の対象の選択やテ

ーマ設定の仕方（センス）が、改革の中核的ノウハウといってもよい。加えて首長の力量や

コミュニケーションスタイルなども考えて設計する必要があり、一般論で語れない。だが、お

おむね以下のパターンに分かれる 

 

 A型の場合は、特定課題に詳しい外部の専門家で構成する第三者委員会を設け、期間

限定プロジェクトとして短期間に課題を解決する。現在進行中のテーマだから、生データの
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収集や関係者ヒアリングなどを効率的に行う。多くの場合、官僚組織が積み上げてきたや

り方を大幅に転換することが多い。 

 

 ヒアリング等の作業は外部委員主導で行うが、膨大な作業量となる。なので組織内の公

務員を抜擢（ばってき）して事務局の傘下に作業チームを編成し、彼らと一緒に調査する。

そして集まった情報をもとに他の専門家と協議して委員会としての報告書をまとめていく。

報告書は極めて重要である。専門家がプロの信用にかけて報告書の内容を吟味する。報

告書の質が前提で、調査の信ぴょう性や、議会・マスコミからの信用獲得につないでいく。 

 

 B型の場合は、行政機関の中に改革専門の部署を新たに設け、優秀な職員を抜擢配置

してもらい、彼らと協働作業を行う。作業はまず現状の調査と評価から始まる。評価対象は

局や部といった「庁内組織」とそこが行う「主要事業」である。調査対象は問題があると言わ

れてきた部署を優先しつつ、全体をカバーする（部局自らが行う自己点検を含む）。 

 

 B型の作業に関与する外部委員は、経営コンサルタント、会計士、弁護士、行政学者、経

済学者、経営学者などが多い。調査は各部局にまず自己点検をしてもらい、その結果をヒ

アリング等で確かめ、不備や甘い点を追加調査する。結果は首長も出席する定例の進捗

管理のための委員会で報告する。委員会は原則、公開で開く。すると指摘事項に対して担

当部局は取り組まざるを得なくなる。 

 

 C型は B型をもっと静態的にしたものだ。監査的、抜き打ち検査的に行うことで組織全体

に緊張感をもたらし、自助努力を促す。B型の場合は首長の意思が先にあり、示された方

向性のもとで改革課題を掘り起こし、政策の変更や刷新を迫る。だが C型は、あくまで点検

だ。たとえば国土交通省の政策評価会の場合、政策評価法で「各府省は自ら評価を行う」

と定められており、定期的、恒常的に事業の棚卸、点検をする。その結果を念のために第

三者からなる委員会がチェックし、改善すべきポイントを助言するという位置づけである。C

型では B型と違って現状維持に甘んじる部局を改革に追い込むことは難しい。だが改革に

意欲的な部局にとってはこの仕組みは援軍となる。自らが考える改革案に対して第三者の

アドバイスとお墨付きが得られるからだ。もっとも政策評価制度は継続的にチェックできる

利点はあるが、外部委員の能力が足りなかったり、官僚集団となれ合いになったりするとい

わゆるお仕着せの審議会となって形骸化する。この点には注意が必要だ。 

 

●行政改革に外部の第 3者はどうかかわるのか？ 
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 行政機関では企業と違って外部の人材を集めた各種の検討会議や委員会が多い。なぜ

外部の第三者が必要か。第 1には専門知識（弁護士、会計士、IT企業経営者、経営コンサ

ルタント、各種学者・研究者等）が求められる。第 2には中立性、そして市民感覚。第 3には

権威付け（お墨付きを与える）、あるいは議会とマスコミ向けの対策だろう。 

 肩書は委員、顧問、参与、アドバイザー等が多い。行政は公平無私が大事だから外部人

材が政策策定に関わるには規則に定めた根拠が必要だ。つまり「こういう条件を満たした

人の中からこの人を選んだ」という理由のもと、明確な役割、官職、権限と責任等を明確に

する。そして首長、あるいは部長等が任命する（場合によって議会の同意も得る）。 

（注） 

私の場合、公的機関の改革については大学教授を本務としつつ兼務で「特別顧問（東京都、大阪

府、大阪市）」「政策顧問（愛知県）」「政策アドバイザー（堺市）」「都市政策研究所長（新潟市）」「政

策評価会座長（国交省）」あるいは各種委員（総務省、経済産業省、各県・各市町村、特殊法人等）

各種改革に関わってきた（企業改革については社外取締役、監査役、顧問等）。 

 

（注）行政の改革に関わりたい IT人材や経営者、公務員が集まる DMMのオンラインサロン（「街の

未来、日本の未来ー対話とデータで地域を変える」）をやっています。ご興味ある方は、

https://lounge.dmm.com/detail/1745/から覗いてみてください。 

 

●本格的な改革に関わる条件 

 さて外部人材が、行政改革や民営化などの大きな改革に関わり、成功に導くためにはど

ういう環境が必要か。 

「委員になってから頑張る」「実力を発揮する」というのでは遅すぎる。実は委員になる前に

委員会など会議体や役職の組織内での位置づけ、任命のされ方、組織内の受け皿組織づ

くりをしておくことが大事だ。 

 

 第 1に首長から直接任命されないと、既存の官僚組織の前例や既得権益を超えた発言

ができない。第 2に現場の事務方との共同作業でインタビューやヒアリング等ができる体制

が必須だ。現場の本音や生情報が得られなければ答えを出せないからだ。第 3には常に

首長との直談判ができる環境が大事だ。第 4には事務方経由ではなく、自ら記者会見やプ

レス対応ができて、直接的に言動の意図を情報公開できる環境がなければならない。これ

は情報公開で改革を促進するためと、反対派の議員や労組、マスコミ、既得権益勢力から

“ないこと”を“あること”のように指摘され、あるいは嫌がらせ攻撃をされた時のリスク管理

のためである。こうした設えのもと外部委員たちは力を合わせて課題の調査や検討をして

いくのである。 
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●行政改革の支援は生活の糧にならない 

 

 外部委員の報酬は安い。終日会議に参加しても数千円から最大 5万円程度（交通費は別

途）。しかも職員と一緒に作業をした時間分だけの時間給が支払われる。自宅で資料作成

しても対価は支払われない。有識者だからもしも受託事業者になって調査の仕事を請け負

うと数百万円くらいの報酬が得られるだろう。だがその場合は役所の意向に反した自由な

意見は出しにくくなる。本当の改革を手伝うのなら外部委員になるしかない。よく行政改革

を仕事にしたいという人の相談に乗るがこうした理由で私は後ろ向きだ。企業改革の場合と

は異なり、外部委員として本格的な改革を仕掛けていくにはクライアントである官僚組織か

らお金をもらっていては難しい。だから急がば廻れである。弁護士や会計士、研究者あるい

は企業経営（もちろん社員の方も）など自らが本業で食べて行けるようになり、そのスキル

の延長線上でボランティアとして行政の改革に関わるのが王道だろう。 
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地方に住む「不本意非正規女性」を助けよう 

ー“個人”を見据えた地方創生の提案ー 

 

上山信一慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 

2021/5/21(金) 7:00  

出展：エストニア政府 

 

上山信一（慶應大学総合政策学部教授）＆丸の内くるみ（NPO法人シングル非正規職あき

た女性の家） 

 

コロナを機にリモートワークや二カ所居住が増えている。地方活性化のチャンスだが、今の

ところは東京からの移住や二カ所居住が多い。もともと地方に住む人たちが地元に住んだ

ままやりたい仕事に就ける社会になりつつあるかというと相変わらず厳しい。 
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〇地方に住む「不本意非正規」の女性たち 

 

日本はひと通りの社会保障と福祉が充実し、教育も行き届いている。しかし、各種支援制

度の隙間で貧困に苦しむ人たちがいる。とりわけ地方都市に住む「不本意非正規」、つまり

望む仕事に就けていない女性たち、とりわけなかでも独身女性（「シングル非正規女性」）に

光を当てるべきだと思う。 

 

今般、秋田のシングル非正規女性の実態調査が発表された

（https://016d714c-cb55-451b-b7f3-3891ee6e7607.filesusr.com/ugd/143ed9_1dbeaecc1f

af4c758f9a7814d42f3e3b.pdf）,「NPO法人シングル非正規職あきた女性の家」がハローワー

ク秋田に来た方々90人に行った調査）。 

そこからは、以下のような事実が浮かび上がってきた。 

 

秋田の女性雇用者の５割以上が非正規である。また雇用者全体の３分の1が非正規で、そ

の７割が女性だった（ここまでは全国とほぼ同じだった）。 

ところが、秋田の「シングル非正規女性」の約３分の２（64.4％）の方々の年収は 150万円未

満にとどまる上、半数の人が「自分の勤労収入が主な家計収入」と答えた。生活は非常に

厳しいだろう。ちなみに横浜、大阪、福岡の３エリア（以下「３エリア」）でも状況は厳しいが、

年収 150万円以上が 71.6％となり、秋田よりはまだ恵まれていた（150～250万円未満

39.8％、250万円以上 31.8％）。要するに、秋田の非正規シングル女性たちは経済的に極

めて厳しい状況にある。 

 

〇どうやって悪循環を脱するか 

 

シングル非正規雇用の女性の給与や労働条件は都市より地方で状況がいっそう悪く、しか

も深刻な悪循環に陥っているようにみえる。今回はこの課題と解決策について、「NPO法人

シングル非正規職あきた女性の家」の丸の内くるみ氏と考えた。ここからは同氏との共同執

筆である。 

 

〇さまざまな悩み 

 

まずアンケートから秋田の非正規シングル女性が具体的にどのような悩みを抱えているの

かみてみよう。 
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①最初の問題は雇用契約期間の短さである。秋田では「6か月未満～3年未満」がほとん

ど（94.0%、３エリアの平均は 89.2％）である。「6か月、1年はあっという間、3年さえ短い。す

ぐ職探しとなる。」「面接の度に年齢が上がり、なかなか面接に至れなくなる」という声があ

った。 

 

②不本意の非正規が大半 

今や非正規自体は珍しくない。都会では男性も含め、自ら希望して自由な非正規を選んで

いる人も多い（「希望成就型非正規」）。ノマドワーカーともいわれ、スキルがあって会社に

縛られたくない。だが秋田のシングル非正規女性が「非正規についている理由」1位は「不

本意非正規」、すなわち「正社員として働ける会社がなかったから」というもので、現在求職

中の方を除く回答者全体の 59.3％を占めた（３エリアは 61.7％）。 

 

③同居家族についての悩みも 

第２位は「家庭の事情優先」で、32.0％(３エリアは 12.3％)となった。こうした事情を反映し、

「暮らしに関する悩みや不安」について問うと、1位が「仕事」、２位が「老後の生活」、３位が

「健康」、そして４位が「親や家族のこと」だった。 

ちなみに秋田では同居率が 71.1％ (３エリアでは 52.１％)と高く、すでに現在同居している

家族のことで悩んでいる。「父が施設入所で、その費用を一部負担している。さらに母に何

かあったら、働いていけるか不安」という声があった。一生懸命生きようとしているが、何と

もできない現実に、「不安が一杯」、「未来がない」、「消えたくもなる」と言う彼女たちの声が

耳に残っている。都会では自分自身について将来必要となる介護を悩む人が多いが、そん

な余裕すらないようだ。 

 

④スキル志向の低さ 

秋田のシングル非正規女性は教育・研修を考えるゆとりもあまりない。「仕事に関する悩み

や不安」として「教育・研修がない」を上げた人は、秋田では 5.6%、３エリアでは 21.8％だった。

秋田では「教育・研修がない」という「悩みや不安」を抱いていないのだろうか。「利用したい

サポート」として「仕事に必要なスキルアップの場」をあげた人は秋田では 15.6%、３エリアは

39.1％と差がある。「企業・仕事とのマッチングの場」についても秋田は 12.2%、3エリアは

29.5％と差が付く。スキルアップやマッチングなどを経験した人が少なく、質問のやり方を変

えて、「どういうサポートが欲しいか」聞いてみると、「職業訓練・資格取得支援」を望む人は

秋田では 27.8％にとどまり、これも３エリアの 38.3％を下回った。「今望んでいること、めざし

たいこと」について聞いても、「資格取得」を心に決めて目指している人は秋田では 4.4％（3

エリア 8％）となった。秋田では「教育・研修」の必要性があまり理解されていないと思われ
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る。ちなみに、「非正規についている理由」で、秋田は「資格・技能を生かせる」という積極回

答者は 2.3%と皆無に等しい（３エリアは 24.5％）。自分自身のスキルを高めて、より高いレベ

ルの仕事や資格を目指す機会と意欲があまりみられない、いや余裕がないように見える。 

 

⑤人間関係の悩み 

「仕事に関する悩みや不安」については、秋田では「収入が少ない」が 50％（３エリアでは

82.4％）となった。「人間関係」31.1％（３エリア 21.1％）、「雇用継続の不安」20％（３エリアで

は 59.4％）の順であった。「人間関係」については。「人間関係からうつになった」という話も

散見された。中には「日赤訓練生としてせっかく資格を取ったのに、逆にそれが原因で職場

において高圧的いじめを受け、今は休職中である」との声があった。 

「自分を高める」よりも、「人間関係」に気を使い、目立たないようにしようというストレスが働

くのかもしれない。 

 

以上①～⑤をまとめてみると、秋田では在職中の非正規シングル女性の過半数が不本意

の非正規で、年収も低い。彼女たちの多くは雇用主から専門スキルを求められず、トレーニ

ングを受ける機会も少ない。本人もスキル獲得への意欲を示していない。家庭の事情もあ

って将来展望を描けないまま、その日その日を送り、よりスキルの高い仕事にも就けない。

こうした悪循環に陥る姿が浮かび上がってきた。 

 

〇背景にある社会的要因 

 

彼女たちはなぜチャンスに恵まれないのか。本人たちの意識を変えると同時に、地元の経

営者のマインドセットも変えていく必要がある。 

 コメントには、「雇用契約にない仕事や時間・場所を平気でやらせられた」「有休が 39日あ

ったが、1日ももらえなかった」「営業中の駐車料金を出してもらえない」「103～130万円の

制度で、既婚者の代わりに働かされた」などの声があった。こうした現場の背景には、おそ

らく「女性は出産や配偶者の転勤などですぐに辞めるかもしれない。だから人材開発には

お金はかけない、そもそも正規で雇わない」という女性に対する経営者の思い込み、あるい

はもしかしたら差別意識があるのではないだろうか。ちなみに秋田のシングル非正規は「婚

姻歴なし」が半数以上の 53.3％を占め(３エリア 83.1％)、シングルマザーを上廻る。 

 

〇県や市に求めたいこと 

 

①悪循環を脱する入り口は、「就業教育」からの見直し 
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こうした悪循環をどうやって断ち切るのか。小中高生の頃から職業選択や働くことについて

きちんとした教育と動機付けをする必要がある。 

まず「将来何をやりたいのか」をよく考えさせる。もちろん学歴や資格も大事だが、そもそも

何をやりたいのか自分で見つけられるように仕向けて行く。そして「どう生きたいのか」「思

い通りにいかない場合どうするか」をよく考えさせる。中高では、卒業生を送り出す前の労

働者の権利教育も必要だ。そして「卒業しても何かあったら相談に来い」とドアを開け続け

ておく。ここまでやることが中学・高校、専門学校、大学など母校の役割と考える。 

何かあるとすぐ仕事を辞める人が増えているが、本人の根気よりも会社側の対応に問題が

ある場合も多い。すぐに辞めてしまわず母校やハローワーク等に相談し、法律も調べ、自

分を活かす解決策を自分も動いて探るよう予め教えておく。 

 

②自治体の企業誘致の仕方に工夫が必要 

自治体が企業を誘致するのは、若者に仕事を与え、地元を元気にし、周囲の企業を牽引し

てもらい、同時に地元経済を好転させるためだろう。 

しかし、「県の誘致企業に何度か就業したが、雇い止めありきでどんどん人を入れ替える。

何年たっても体制が変わらない。人を入れることだけで優遇されているのか。求人が増えて

いると言っても短期契約ばかり」との声があった。 

自治体は誘致企業を様々に優遇する。企業を選ぶ際には、若い世代がスキルを身につけ

て安定して勤め続けられるような企業を選ぶべきだ。それが真の地域の内需拡大につなが

ってくる。 

 

③自治体や NPO、民間の就業支援、事業の告知や改良 

自治体や NPO、民間には就業支援で使い勝手の良いサービスがかなりある。しかしあまり

知られていない。 

例えば秋田市社会福祉協議会に、「ふれあいさん」というサービスがある。これは産後の子

育てや怪我をした若い人の生活支援など、介護保険と関わらない分野にホームヘルパー

を派遣する事業で、助かっている人も多い。しかしこの制度の存在を知らない人は多い。

「一人なので病気やけがでどうしようもない時、連絡するとちょっと手を貸してくれるところが

あればいい」と言う声と、是非繋がってほしい。 

あったらいいのに、と思う制度の例を挙げよう。例えば「面接で手応えがあっても、身元保

証人がないことで不採用になった。公的機関で、保証人制度を設けてほしい」と言う声があ

った。身元保証人がいないと入院もできない。これこそ形にしていくべきサービスと思う。 
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またPC操作を学びたいと言う声は多いが、シングル非正規が仕事の都合や自分の休日に

合った講座を見つけることは難しい。受講希望者の曜日・時間に合わせて講座を受けられ

るサポートがほしい。 

 

〇地元経営者に求めたい対応 

 

①働きやすい職場を作ると若手労働者が確保できる 

秋田は全国に先駆けて、高齢化、少子化が進み、生産年齢人口の減少で働き手は常に不

足している。そんな中、シングル女性の活用は重要なはずだ。しかし彼女たちは家族の世

話・介護に追われ、シングルでも出産・育児の悩みを抱える人もいる。企業は個々人からの

これらの声をうるさがらず、働きやすい職場を作る。そうしてはじめて有能な若手労働者の

確保ができると考えるべきだ。経営者の啓もう、啓発も必要だ。これからは女性社員をスキ

ルアップ・マッチング・情報提供などで育成し、女性が活躍できるようにする企業が成長でき

る。 

 

②人材育成に投資した企業は成長する 

調査結果に戻ろう。「今望んでいること」を聞くと、「やりがいのある仕事」は、秋田 32.2%、3

エリア 21.8%、「生きがいを見つけたい」は、秋田 17.8%、3エリア 13.4%となった。そして「今の

職場で働き続けたい」は、秋田が 4.4%、3エリアで 20.7%と大きな差が出た。秋田では現在、

ほとんどが希望する仕事に就けていないようだ。そして秋田では「ゆっくりペースで働きたい」

という人が 28.9％（3エリア 14.6）%となり、秋田では消極的な生き方を望む結果となっている。

しかし人の持つ可能性は大きい。経営者がリードすれば変わるのではないだろうか。 

 

〇民間、NPOによるゆるやかなサポート環境づくり 

 

今回の調査でもう一つわかったことは、相談相手が足りないという問題だ。調査からは、

「身近な人に相談できないことを聞いてくれる場」「夜、相談できるところ」「名前を伏せて語

れる場」「シェアハウスがあれば」「独身でも入れる県営住宅」など、相談拠点や交流の場、

住む所を探してくれるサポートなどを求める声が多かった。 

ちなみに、当 NPO もシングル非正規を对象に、相談事業と交流事業を実施している。相談

事業は、毎週木～土曜、13～21時、事務所で受けている。対面、メール、電話、手紙、さら

に体調不良者には出かけていき、昨年度は延べ 77名に対応した。コロナ禍で、後半は来

所が減ってメール・電話が増えた。 
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交流事業「しゃべり場」は 2か月に 1回開いている。本名を言わず、愛称参加とし、部屋を出

たら交流内容を言わない約束で、抱えている不安や悩みを語り合い、互いに質問し合って

いる。悩んでいることの解決は本人がすることだが、安心して語る場があることで、心の整

理ができ、やりたいことが見えてくるようだ。コロナ禍で開催できない時もあったが、1回 6名

までで、年間 20名が参加した。 

 

〇国の税制や社会保障制度の見直しの問題 

 

現在の国の制度は「女性は被扶養者とされ、配偶者の所得とあわせて家族全体で食べて

いけるはず」と想定している。しかしこれはもはや幻想である。今や「婚姻歴なし」の女性が

半数以上を占め、「婚姻歴あり」のシングルでも、離・死別後は働き続けている。婚姻を前提

とする現在の税制・社会保険制度は実態から大きく乖離している。税制・社会保険制度を

個人単位に組み直す必要がある。 

 

〇シングル非正規女性問題は国家戦略課題である 

 

同居率 71.1%の秋田のシングル非正規は 3分の 2が親世代と同居で、いずれ仕事と介護の

両立を迫られ、見送った後は貧困な一人暮らしとなる。彼らの多くは婚姻前提の現在の税

制・社会保険制度から抜け落ち、短期雇用の連続で疲弊している。彼女らの実態は、秋田

に限らず、他の地方にも多くみられるはずだ。 

2018年労働力調査によると、「不本意非正規」の人材は全国で男性 127万人、女性 129万

人、合計 256万人もいる。この問題は、単なる福祉、雇用支援の問題ではなく、まさに国家

戦略課題の一つである。 

 

〇団塊の世代の退職から生じた余裕を若い世代に回そう 

 

『デフレの正体』（藻谷浩介著 2010年角川書店)に、「団塊世代が 75歳を迎える 2025年ま

で全国で 65歳が 367 万人も退職していく。団塊世代の一次退職に伴って浮いた人件費を

若者に回す努力をすることで内需の減退を防ぐことが可能」とあった。 

できる企業から退職者増によって浮いた人件費を若い世代に回し、不本意非正規を正規と

して採用し続けたらどうか。若い世代が安心して仕事ができる環境を整えることで、長期的

には出生数が増加し、生産年齢人口減少が緩やかになり、シングル非正規女性が直面し

ている問題も、少しずつ改善していくのではないか。 
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今回はアンケートに答えてくださった多くの方のお陰で調査を実施できたが、ほとんどが無

記名なので調査結果を届けることができない。彼女たちは将来展望を描けず疲弊している。

3エリアの方々は秋田よりは年収が多い。それでも都会特有の厳しさがあるだろう。今回の

報告が多くの方々の目に触れ、その結果彼女たちの生活が少しでも変わっていくことを心

から願う。 
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デジタル化でどんどん溜まる人間系データをどう活かす

のかーー政府・自治体の「データ資源戦略」が必要 

 
上山信一慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 

2021/5/24(月) 7:50 

出典：エストニア政府 

 

 デジタル庁構想を機に、遅れていた政府、自治体の電子政府化がようやく加速し始めた。

政治主導は常に「わかりやすさ」「国民受け」を意識する。そこで電子申請など目先の利便性

が強調されがちだ。しかしデジタル化のメリットは事務処理の迅速化だけではない。デジタル

処理の後には日々、データが蓄積されていく。政府、自治体はこの蓄積データ（私はこれを

「足跡」と呼んでいる）を戦略資源として活用することが重要だ。 

 

 「20世紀の石油に代わり 21世紀はデータが戦略資源になる」といわれる。しかし政府は今

のところ「個人データの保護」の議論で忙しい。あるいはせいぜいが APIによる官民のデータ

連携が意識されるに過ぎない。しかし政府（自治体）は個人の出生、教育、納税、居住、年金、

健康などに密着し、いやおうなしに全国民（住民）の人生データを蓄めこんでいく。これら人

間系データの蓄積、利用、保管（秘密保持を含む）の戦略は国家戦略課題の一つである。 

 政府は水資源戦略や宇宙資源戦略を立てている。それと同様にデータ資源戦略を立てる

べきだろう。ポイントは中央政府と自治体の連携である。生データはほとんどが自治体にあ
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る。それを体系的に整理し、蓄積していくのは中央政府の仕事だろう。デジタル庁は当面、

政府業務のデジタル化で忙しいだろう。しかし早くこの問題に取り組んでほしいものだ。 

 

●戦略資源となるデータは何か？ 

 

 世の中に出てくるデータは増え続けている。しかし、今のところ、戦略資源といえるほどの

データはあまりない。いや、正確にいうと生データ自体は山ほどあり、日々蓄積されている。

しかし使って意味のあるものが使える形で手に入らない。 

 例えばある市の学校健康診断データ。各校から毎年、自治体に提出され、最終的には政

府が集めて全国統計として公表する。だが元となる個人別のデータは毎年、紙ベースの帳

票で記録される場合が多い。自治体はそれを手計算で集計し市全体の統計値としている。

個々の児童の数年にわたる数値の推移を電子的に記録している自治体は少ない。 

 

 この場合、蓄積され活用できるデータは自治体別の集計値だけである。もしかしたら学校

向けの何かのビジネスの参考になるかもしれない。しかしマクロデータはトレンドを見たり、

比較したりで参考にはなるが地域（学校区単位）向けや個人向けの健康アドバイス、診断ビ

ジネスなどには使えない。だから学校健康診断データは大方の市の場合、戦略資源とはい

いにくい。 

 

●「データ基本主義」は改革の制度インフラ 

 

 わが国は行政統計が充実しているほうだ。特に集団の平均値や一定区域内のマクロの数

値はたくさんとっている。だが行政統計は、データ資源の蓄積、活用を意識して数値を集め

ていない。なぜなら今までの政策立案では、そこまで細かなデータは必要とされなかった。政

策はまずは予算額がありきで、限られたメンバーで「まず初年度はこの辺で」と割り切り、「と

りあえずやってみる」ことを旨とした。よくも悪くもあれこれ言わずにやってみるという実地主

義を旨とした（もしくは、従前どおりのまま考えない）。だから個別の具体データは重視されな

かった。 

 

 だが、今後は何事につけ説明責任や費用対効果、透明性の高いガバナンスが求められる。

そうなると、データを使った説明をしなければ合意形成はできない。これからの政府は課題

分析、解決策の検討、その内外への説明という全ての局面でデータ、すなわち事実と数字を

駆使しなければならない。 

 

●あえてデータを見ない、見せない行政の仕事文化 
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 こうした「データ基本主義」は、科学技術はもとより、社会科学の研究などでも当たり前の姿

勢として定着している。しかし、行政の仕事の現場では驚くほど浸透していない。 

 

 もちろん数字は使われている。特に費用対効果や生産性、数値目標はしばしば目にする。

だが肝心の利用者や受益者、あるいは利害関係者の課題や個々のユーザーの政策の効果

を示すデータはめったに使われない。政治的対立や利害調整に巻き込まれるのを恐れるあ

まり、課題の記述も原因の分析も解決策の説明も、抽象的、定性的になされる場合が多い。

理由（エビデンス）が明示されないままの曖昧な政策提言、玉虫色の説明文書も多い。 

 

●データの情報公開で改革を進める 

 

 だが政策変更にあたっては、変える理由を明確に事実と数字に沿って説明する必要があり、

データが欠かせない。行政改革の際にも現状の数値を使って課題を見える化する。そして将

来目標を数字で示し、その進捗状況を公開し続ける。するとデータは、情報公開をテコとして

組織と政治を動かす存在になり、力を発揮する。 

 

 データは改革にとって燃料のような不可欠の存在だ。経済において通貨が不可欠なのと同

じく、改革においてデータは不可欠である。行政機関は外部との競争にさらされない。情報

公開制度はそれを外からチェックし改革へと誘導する。いわば漢方薬のような制度だ。情報

公開を意識すると、行政機関は後手に回っていた政策を前倒しで実施する。例えば「日本が

（あるいはその地域が）他地域より何かで劣る」というデータが示されると行政機関では慌て

て対策が始まる。データなくして課題なし、目標なし、そして改革なしである。 

 

●デジタルツインとシミュレーション 

 

 都市計画の世界では、デジタル空間に現実世界を再現するデジタルツインを使った都市活

動のシミュレーションなどが始まっている。シミュレーションの元となるデータは、水道や電気

の使用量や街に置いた各種のセンサー、携帯端末から入ってくる GPSデータなどを使う。こ

れらを AI（人工知能）を使ってビッグデータ解析することで、道路の幅を拡張した時の効果や

災害時の人や車の流れなどを予測する。さらに進むと、都市のあらゆるデータがリアルタイ

ムで入ってきて、デジタル空間上で様々なシミュレーションができるようになる。 

 

 人間の目には見えないデータを解析、シミュレーションすることで、専門家による合議を上

回る高品質の都市計画案や政策案が出てくる可能性がある。現にグーグルの子会社はビッ

グデータを使った再開発計画を提示し、実際に使われ始めている。その先にはデータ基本

主義を超えて、ビッグデータあるいは AIによる統治の時代がくるかもしれない。 
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 最近、EBPM（エビデンス・ベースド・ポリシーメーキング）の必要性が叫ばれ、政府も予算

措置をしている。しかし、冒頭に説明した通り、わが国では政策づくりに利活用できる健康デ

ータや学力データがあまり存在しない。EBPM以前に、まずは正しい方法でデータをきちんと

とって電子的に保存蓄積することから始めなければならない。 

 

●デジタルアーカイブとオープンデータ 

 

 政府のデータ管理という意味では、デジタルアーカイブとオープンデータも当面の課題であ

る。これは行政機関の各部署で生まれるデータや文書を体系的に記録、蓄積するとともに、

外部に使いやすい形で提供することをいう。 

 

 行政機関の実務担当部門には日々、膨大な情報が集まる。だが業務に追われ、放ってお

くと文書もデータも散逸する。データ・アーカイブは情報公開あるいは公文書保存の制度をよ

りどころに、現場部署のデータと文書の保存ルールを設け、それを体系的に蓄積する仕事だ。

こうした蓄積情報はすぐには威力を発揮しない。だが将来の政策の変更の局面で決め手と

なる。 

 

 またデータを毎年、比較検証していくことから見える洞察がある。例えば、国土交通省の政

策評価制度では「チェックアップ指標」を 20年前からリスト化し、航空、住宅、都市開発など

様々な行政分野の実態をデータで測定し、定点観測してきた。それを見ると、零細事業者が

引き起こす交通事故がこの 10数年で大きく減ってきたことや、海難事故で亡くなる方が減っ

ていることなどがわかる。 

 

 この間、日本経済は低迷していたが、交通機関はより安全になり、省エネが進み、住宅環

境も改善してきたことがわかる。さらに政策評価と重ねてみると、背景に国土交通省が導入

した運輸マネジメント制度が機能していることなどが推察できる。このようにデータは蓄積さ

れると意味情報に転換され、データに基づく政策の形成に役立つ。 

 

 政府のオープンデータについては、民間企業が期待する分野として健康・医療・教育がよく

指摘される。だが筆者は建設土木分野や環境保全の方が可能性は大きいと思う。個人情報

の保護の問題もなく、衛星を使ったデータ収集なども比較的容易にできる。例えば衛星デー

タと AIを使って海洋のプラスチックごみを識別し、数日後の集積の位置を予測する。そこに

常時パトロールしているドローンを誘導し、効率的に一気に回収する。あるいは山火事や鹿

の食害対策も同様だろう。 

 

 こうした産業や災害防止分野のパブリックデータのアーカイブとオープンデータの体制整備

は今後、政府がデジタル戦略を展開する際にぜひ着目してもらいたい領域である。 
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政策は数字だけでなく、10次元で捉えよう 

―データ至上主義と EBPMブームへの疑問― 

 

上山信一慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 

2021/6/28(月) 7:00 

 

 最近、EBPM（エビデンス・ベースド・ポリシー・メーキング）がブームだ。欧米に倣ってデー

タとロジックで政策の意義と効果を科学的にとらえようという経済学者たちの運動である。

わが国政府もその導入を提唱し、一部で予算や組織の手当てをしている。結構な話だが実

は「政策の意義や効果をデータで語ろう」「政策を科学しよう」というのは決して新しい話で

はない。世界中でだいたい 20年ごとに間欠泉のように出てくる学者主導の運動論である。

最初はベトナム戦争後の米国でPPBS（プランニング・プログラミング・バジェッティング・シス

テム）という仕組みが提唱された。これは結局、絵に描いた餅に終わったが約 20年後には

政策評価がブームになり、これは一定の成果をみた。わが国でも政策評価法ができた。そ

れから約 20年の今、再び世界的な EBPMブームである。 

 

●20年毎にでてくる「政策を科学する運動」 

 

 昨今ブームの EBPMは内容的には 20年前の政策評価とさほど変わらない。私は 20年前

に政策評価の法制化を提唱した一人であり『行政評価の時代』（NTT出版）を書いた人間だ

が、20年前の政策評価も今の EBPMもさほど中身に違いはないと思う。だが今回は経済学

者が主導し、前回は行政学者やコンサルタントが主導した。なぜ 20年ごとかというと研究者

が世代交代するからではないか。40代に達した元気な若い研究者が「政策に科学が必要

だ」と言い出す。同世代の政治家たちも「20年前の制度ではダメだ」と言い出し急きょ新制

度が付加される。かくして 20年ごとに制度は刷新される。そういう意味では「政策を科学す

る運動」は、あたかも神社の式年遷宮に似た営みといえよう。伊勢神宮などでは 20年ごと

に神殿を建て替えるならわしとなっている。建物自体はもっと長く持つはずだが 20年で宮大

工は代替わりする。技術を継承する実地演習も兼ねて 20年だといわれる。”業界”の新陳

代謝、技術承継のためにはちょうどいいタイミングなのだろう。 
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●政策は政治的妥協の産物 

 

 そういうこともあってか霞が関や実務家は EBPMの必要性は知りつつも覚めている。なぜ

なら政策は、所詮は科学よりも政治的妥協の産物だからだ。 

 

 とはいえ政策評価であれ、EBPMであれ、数字とロジックで政策を「見える化」することの

意義は大きい。民主主義の基本は情報公開である。政策の目標や成果をわかりやすく説

明することでチェックにもさらされる。生産性指標も必要だ。非営利の仕事であっても効率

は求めるべきだ。 

 

 しかし、EBPMが言うように既存の政策をいくら科学で分析しても新しい政策は生まれない

と思う。イノベーションは既存政策の分析よりも全く違ったところの技術やアイデアから出て

くる。例えば新幹線やふるさと納税などは、いずれも政策という意味では極めて効果の大き

なイノベーションだったといえるが、前者は科学技術の発展によるものだし、後者は政治的

決断のたまものだった。既存の政策を評価して点検したところでああいうものにはつながら

ない。そもそも政府の政策判断、そして投資判断は、最後は政治、つまり”まつりごと”であ

る。しかも最近は世界的に政策作りが官僚主導から政治主導に変わった。学者や官僚が

いくら科学で政策を見える化しても、政治の魔術の世界にはあらがえない。 

 

●EBPMよりも純粋サイエンスとの関係設計が課題 

 

 一方で最近はコロナ対策や原発問題等、科学者の専門知識に委ねないとなかなか政治

判断できない時代になった。政策は、今や社会科学よりも工学や自然科学を必要とする。

そして両者の関係が密接になるほど、内容は複雑かつ市民から見えにくくなっていく。だか

らきちんとしたデータを使った EBPMよりも、既存の政策を「見える化」する手法の充実が先

決だろう。 

 

 かつて財源が豊富にあった時代はインフラ建設と福祉のどちらにお金を使うかが一大事

だった。だから経済学や政治学が貢献できた。しかしこれからの成熟期には安全規制と経

済性の妥協点を見極めたり、科学を使ってリスクをどうコントロールしたりできるかが重要だ。

単なるエビデンスや数字、ロジックでは間に合わない。つまり数字や経済学は状況認識に

は役立つが、それで課題が解決できる分野はますます限られてくる。 

 

●政策科学は「次元」の切り口から政策を分析しよう 
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 それでは社会科学や政策科学は政策の評価や改革にどう貢献すべきだろう。私は政策

研究、政策科学は「社会問題」を起点とする多次元のモデルで捉えていくべきと考える。 

ここでいう次元とは、政策を動態的に捉え、改革や刷新の鍵を探るときに浮かび上がる着

眼点である。将棋に「着眼大局、着手小局」という言葉があるが、あの着眼である。具体的

には「社会課題」「ステークホルダー」「場所」「政策ライフサイクル」「風土」「分野」「政策手

段」「データ」「説明明瞭性」「科学信仰」が、この着眼点、つまり次元に当たる。 

 

 こうした次元のイメージは、政治家など実務家の頭の中に経験則となって収まっている。

彼らの武勇伝を聞くと即興芸術のように思えるが、個別事象を次元に沿って分析すると法

則性が見えてくる。実は研究者やコンサルタントなどの外部専門家は、個別事象につかず

離れず関わる立場にある。であるが故に次元ごとの法則性を見いだせる。そうした法則性

を見える化し、意思決定の役に立つノウハウを提供していくのがこれからの政策科学の役

割だろう。 

 

●宇宙も政策も 10次元でできている？ 

 

 具体的にこれから着目すべき次元とは何か。第 1に「（1）社会課題（感染症対策、所得格

差、公共交通等）」を挙げたい。これはあえて「政策」からではなく、受益者、納税者の切り

口から考えるという意味がある。基礎自治体に「こども課」が増えたのはその表れだ。 

 

 第2は「（2）ステークホルダー」への着目である。従来の政治学のアクターは政治家、官僚、

利益団体などだった。最近はさらに「裁判所」「マスコミ」「ネット世論（SNS論調など）」「国際

世論（例えば、五輪組織員会会長の辞任問題、ミャンマー政府への各国の批判等）」などス

テークホルダーの数が増え、しかも相互に影響しあう複雑なガバナンスができている。 

 

 第 3は「（3）場所」である。政策は同じ分野でも、国レベルか市町村レベルかで合意形成

の方法も違うし粒度も異なる。 

 

 第 4は「（4）政策のライフサイクル」である。すなわちまだ「調査分析」段階なのか、それと

も「課題解決」「決定」「実施」「評価」「廃止」等の段階なのか見極める。例えば無炭素化や

データの資源化などはこれからのテーマだ。研究でも改革実践でも、対象事案がどの段階

にあるかよく見極める。 
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 第 5には「（5）風土」を挙げたい。トランプ政治はリバタリアン（自由至上主義者）を生む米

国の政治風土の一角で生まれ育ったし、大阪維新は反中央（国家）の独特の風土とともに

理解すべき現象だろう。また日本政治では天皇制への洞察が欠かせない。 

 

 以上を見たうえで第 6に「（6）分野」を挙げたい。これは外交から福祉まで幅広くそれぞれ

に特異な法則がある（外交はゼロサムゲーム、福祉は競争原理を嫌うなど）。さらに最近は

新分野が生まれ続けている。環境政策の生物多様性や種の保存、防衛でのサイバーや宇

宙は典型だ。 

 

 第 7は政策の「（7）手段」である。従来の行政学では「規制」「予算」など政策行使の手段

に着目してきた。最近はより上流工程の予算編成プロセス査定など、決定過程への着目が

必須だ。 

 

 そして第 8は「（8）データ」である。治安維持、健康政策、交通規制、都市計画等では人に

見えないビッグデータの解析や AI（人工知能）によって想定外の課題解決策が生み出され

つつある。 

 

 あと 2つある。「（9）説明明瞭性」「（10）科学信仰」である。説明明瞭性とはブラックボック

ス化しやすい科学的政策判断（コロナの予防接種の順序が集団免疫獲得に与える影響な

ど）をどこまでわかりやすく開示できるか（あるいはしない、できない）かである。科学信仰と

は「科学的根拠」がどこまで統治に正統性を与えるかである。これは人気のある科学者の

意見に政治家が従うか従わないかという課題に表れる。 

 

●なぜ多次元モデルが有効なのか 

 

 今までの政策科学は基本的に「効率的か（経済）、公正か（倫理）、統治に役立つか（政

治）」の 3次元で政策を捉えてきた。だが、これからの政策形成では、建設や成長への貢献

よりも、多様な関係者間の利害調整や納得の獲得など、複雑なプロセスが大切になる。 

 

 今後は、従来の 3次元モデルではなく、上記のような 10次元モデルが有効ではないか。

ちなみに人間は空間を 3次元で捉え、時間を加えた 4次元しか認識できない。だが今は宇

宙物理では宇宙の本質は 10次元で捉える説が有力だ。そのほうが起きていることの説明

がつくからだ。今後の政策科学でも同様に多次元的かつ総体的（相対的）な現状認識が必

要になっていくだろう。 
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YAHOO！ニュース JAPAN 

2021.7.27（火） 

 

社会イノベーションの対象としての街づくり 
―ストリート・アントレプレナーたちの活躍 

 

 

出典：エストニア政府 

  

昨年 1年をかけて慶應 SFCのゼミ生たちと都市問題を掘り下げて学んだ。スマートシ

ティ、自動運転、孤独問題など最新の動きも見たが、近代ヨーロッパ都市の自治の歴史

と最近の脱自動車戦略の関係、後藤新平の東京の都市戦略と台湾経営の関係なども

面白く興味が尽きなかった。見ていくうちに都市とアントレ・プレナーシップの関係に興味

を持った。考えてれば都市は人工的に作るものだ。誰かが先行投資したところから始ま

り、やがて投資が投資を呼んで人とお金と情報が集まる。そしていったん集積すればな

かなか衰退しない。都市の発展の歴史は起業に似ている。 

 都市はまた歴史の光と闇、すべての人間ドラマの舞台であり、繁栄も貧困も、争いも

安穏も社会のすべてが都市の姿となって我々の眼前に表れる。都市はスケールが大き

い。命も数百年、いや数千年でスケールが大きい。それでも「都市」はかろうじて経営の

対象だ。やり方次第で姿はじわじわと変わる。都市は等身大の暮らしに直結して我々に

「社会」のあり方を感じさせる唯一の装置だろう（同様に「企業」は「経済」を感じさせる唯

一の装置だ）。だから動かせる。そして変革とイノベーションの対象になる。「国家」や

「社会システム」はあまりに巨大化し、制御不可能にみえる。そんな中で都市は我々が
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社会の姿を少しは変えていける数少ないスイッチ、文鎮のつまみのようなものにみえる。

今回から数回にわたり「都市」に着目した社会イノベーションを考えてみたい。 

 

〇都市開発の担い手の変遷ーー官から民へ 

 

 かつて、世界各地で都市計画や街づくりは昔はもっぱら官（政府）の仕事だった。東京

でも政府が丸の内の用地買収をして鉄道、そして東京駅を作った。やがて民間がでてく

る。東京駅のそばで三菱が丸の内にオフィスを建設した。やがて私鉄が沿線開発を始

める。最近ではユーカリが丘の開発（山万）や六本木ヒルズ（森ビル）の再開発も民間企

業が手掛けた。だが最近は大型のさら地の開発案件は少なくなった。むしろあちこちに

空き家や空き店舗が出てきた。スポンジ化した住宅街や空き店舗に悩む商店街をどう

するかが課題である。昔は面（埋め立てやニュータウン建設）や線（鉄道、道路の沿線）

の開発だった。それが今や無数の点の対策が都市開発の大きな課題になってしまった。

しかもその点の数が多く政府や企業の手に負えない。そこに出てきたのが個人のストリ

ート・アントレプレナーである。 

 

〇ストリート・アントレプレナーとオーガニックな街づくり 

 

 世界各地でストリート・アントレプレナーが活躍している。手法はリノベーションが多い。

古い風呂屋を改造してシェアオフィスに変える。空き店舗をおしゃれなショップに変える。

ひとつひとつは古い物件、つまり点の再生でしかない。それぞれは小さな事例だが目的

は大きい。小さなチャレンジが通り全体に伝播する。すると地域全体が活性化する。各

地で官も民も手掛けにくい点の再開発を個人が担い始めている。彼らはゆっくりとそして

オーガニックな無理のない変化を地域に起こす。個人の想いが地域を動かし、そとから

人がやってくる。やがて企業が寄付するようになり、行政もついに動くという流れだ。 

 一番有名なのはニューヨークのハイラインの例だろう。廃線となった貨物鉄道の線路

敷きを若者たちが市民に呼び掛け、企業を動かし、行政の同意をとりつけ公園にかえて

いった都市の再生ドラマである。 

 ビジネスの世界ではイノベーションや起業（アントレプレナー）が脚光を浴びるが、都市

づくりの世界でもストリート・アントレプレナーという生き方が注目を浴びる。オリジンは米

国だ。米国人は起業と同じ発想で街を自由自在に変えていくイノベーションの対象ととら

える。だから先端思想やビジネスのトレンドが街づくりにあらわれる。 

 

〇ストリートアントレプレナーの元祖：ジェイン・ジェイコブズ 
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 ニューヨークとは何か、公園と等身大の街並みの維持を訴えた思想家、今にして思う

とストリート・アントレプレナーの典型がジェイン・ジェイコブズだ。彼女はユダヤ系の女

性ジャーナリストだったがニューヨークでの街づくりや高速道路建設反対運動を実践し

た。経験に裏打ちされた都市経営論や資本主義論、社会思想書も多数書いている。『発

展する地域 衰退する地域』が代表作だが都市は単独では成立せず、他都市との交易

で成り立つネットワークだという論は鋭い。わかりやすい入門書は『常識の天才』である。

処世訓にもなる。ほかにも『都市の原理』『アメリカ大都市の生と死』など名著が多く、い

ずれも少し読めばすぐに引き込まれる。 

 

〇創造都市論も必須：チャード・フロリダ 

 

 都市論の一角に創造都市論というのがある。原点は『クリエイティブ都市論』(リチャー

ド・フロリダ)だ。彼は劇場、レストランなど文化が楽しめてゲイが好むような街こそが創

造力ある才能をひきつける、そういう街こそ繁栄すると説く。いわばジェーコブスの進化

版で我々の生活実感にあう。京都、金沢、福岡などはまさにそうだろう。フロリダの本で

は『クリエイティブ都市経済論』も続編で面白い。そして『ニューヨーク 世界の都市の物

語』(猿谷要)を読むと歴史的にニューヨークは文化と共に発展してきたことがわかる。 

 

〇自然も経営、アントレプレナーシップの対象 

 

 都市が発展すれば、自然保護の運動や反公害運動もでてくる。社会問題の解決とし

てアントレプレナーシップを自然保護で発揮して生まれたのが国立公園の制度だ。『森

の聖者 自然保護の父 ジョンミューア』(加藤則芳)を読むとヨセミテ（カリフォルニア）を

舞台に都市化の波から自然を守ろうとした社会起業家の存在、そしてそこからどうやっ

て国立公園の制度ができたかわかる（詳しくは『アメリカの国立公園』(上岡克己)）。時代

が下り、1960年代になると公害問題に直面する。だが当初、企業はかたくなで被害を認

めない。そういう中で問題提起し、各種規制につないでいったのが社会起業家のレイチ

ェル・カーソンである。彼女は自然保護の世界のジェイコブスのような人で『沈黙の春』

はぜひ一読を進めたい。 

（次回は欧州の脱自動車の都市経営論について） 
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Yahoo!ニュース 

 

 オザワタクヤ 

 

引っ越しの届け出が家でできるように？ 

9月発足のデジタル庁、問われる「本気度」 

ビジュアルで知る 2021/08/04(水) 10:00 配信 

 

菅義偉政権が看板政策として掲げる、デジタル改革。その旗振り役となるデジタル庁

が 2021 年 9 月 1 日に発足する。行政のデジタル化が進むと、引っ越し手続きが自宅

でできるようになるなど市民にとってもメリットがあるとされる。一方で、個人情報

保護などの課題も残る。デジタル庁が果たす役割とは何か。そして国や地方自治体の

デジタル化が進むことで、私たちの生活はどう変わるのか。ポイントをイラストでま

とめ、解説する。（デザイン＆イラスト：オザワタクヤ、取材協力：アスコエパート

ナーズ代表取締役社長・安井秀行、監修：慶應義塾大学総合政策学部教授・上山信一、

取材・文：Yahoo!ニュース オリジナル 特集編集部） 

デジタル庁の主な業務は？ 
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国や地方自治体の「デジタル化」を推進する司令塔となるのが、9 月 1 日に発足するデジタ

ル庁だ。担当閣僚は平井卓也デジタル改革担当相で、事務次官に相当する「デジタル監」は

民間から起用されることが決まっており、9 月に内閣が任命するその人事にも注目が集まっ

ている。発足時の職員は 500 人規模で、このうち 100 人以上が民間から登用される予定だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

首相官邸「デジタル社会の実

現に向けた改革の基本方針」

などをもとに編集部で作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デジタル庁の主な役割は、これまで各省庁がそれぞれ独自に進めていた行政のデジタル化を

一元的に推進することだ。そのため、関連する政府の予算や人材などを集約し、各省庁・地
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方自治体との調整も行う。世界と比較しても遅れが目立つと言われる日本の「行政のデジタ

ル化」。政府はデジタル庁発足を足がかりに、この遅れを挽回しようともくろんでいる。 

日本の「行政のデジタル化」はなぜ遅れた？ 

新型コロナ対策の給付金やワクチン予約などをめぐっては多くの混乱が生じ、行政のデジタ

ル化の遅れが明らかになった。なぜ日本の行政のデジタル化は遅れたのか？ 行政のデジタ

ルトランスフォーメーションに取り組むアスコエパートナーズ社の安井秀行代表取締役社長

は 3 つの要因を指摘する。 

 
アスコエパートナーズ安井氏への取材をもとに編集部で作成 

1 つ目は、行政手続きのオンライン化はすでに一部で進んでいるが、紙の書類の提出や押印、

対面手続きなど、「アナログ前提」の制度と手続きがいまだ残されたままになっている点。2

つ目は、行政機関でのデジタル人材が不足している点だ。加えて国や自治体の機関は縦割り

のため、省庁をまたいだ人材やノウハウの交流が難しく、結果的に各省庁が独自にデジタル

化を進めてしまっている。3 つ目は、省庁や自治体がそれぞれ独自の情報システムを構築し
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ているため、データの連携がとれず、コストもかさむ構造となっている点だ。デジタル庁は

こうした組織をまたぐ課題を解決するため、省庁に対して一段高い立場から是正勧告ができ

る権限（勧告権）を持つ。 

暮らしはどう変わる？ 

デジタル庁が創設されることで、情報システムの統一化などが推し進められれば、国だけで

なく地方自治体のデジタル化も進むことが期待される。安井氏は、「市民にとって接点が多

い地方自治体の行政サービスがデジタル化すると、市民がより直接的にメリットを感じられ

るはず」と言う。 

 

例えば子どもの一時保育を利用する際、多くの自治体では施設ごとに空き状況の確認や問い

合わせが必要だ。デジタル化が進めば、スマートフォンで空き状況を把握して予約すること
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も可能になるだろう。また、これまでカレンダーなどで確認していたゴミ収集日についても、

利用者に事前に知らせてくれるなど、利便性の向上が期待できる。これらの行政サービスは

すでに一部の自治体で取り組みが始まっている。今後、全国に広がる可能性はあるのだろう

か？ 安井氏は「ルールや環境を整備して、地方自治体をやる気にさせられるかがカギ。デ

ジタル庁の本気度が問われている」と指摘する。 

マイナンバーカードも便利に？ 

デジタル庁はマイナンバーカードの普及を推進する役割も担う。政府が運営する行政サービ

スのオンラインポータルサイト、「マイナポータル」上でさまざまな行政手続きができるよ

うにする構想が進んでいる。例えば引っ越しをする場合、現状は転出する自治体の窓口で転

出届を提出し、さらに引っ越し先の自治体の窓口で転入届を提出する、という手続きが必要

だ。それが今後はマイナンバーカードとマイナポータルを組み合わせることで、自宅にいな

がら一度の申請で引っ越し手続きが完了することが可能になるというものだ。 
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政府は民間企業との連携を含め、マイナポータル上で手続きできるサービスの拡充を目指し

ている。電気・ガスなど公共料金の手続きも含めて一度のオンライン申請で完結する「引越

しワンストップサービス」は、2025 年度以降の本格展開を目指して実証実験が進められて

いる。そのほか、医療や教育、働き方などの分野でも行政のデジタル化が進められている。

安井氏は「単なるシステムの整備だけでなく、従来の制度・仕組みも含めた社会全体のデジ

タルトランスフォーメーションが必要」と語る。 

 

内閣官房 IT 総合戦略室「デジタル社会の実現に向けた重点計画<概要>」をもとに編集部で作成 

行政のデジタル化をめぐる懸念は？ 
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行政のデジタル化では、個人情報保護の問題がたびたび取りざたされている。政府による個

人情報の一元的な管理・連携が進めば利便性が向上する一方でデータ流出や不正利用のリス

クは高まる、というものだ。また、適切なチェックをしないと政府が国民の生活を監視する

のではないか、との声もある。一方で安井氏は「行政のデジタル化については、さまざまな

メリットも国民に伝えていくことが不可欠。リスクばかり強調されることで、日本が世界の

デジタルトランスフォーメーションの流れからさらに取り残されてしまう事態こそ、最大の

懸念だ」と語る。個人情報保護の体制強化の一方で、デジタル活用のメリットや重要性をい

かに国民目線で伝えられるか。デジタル庁が掲げる「誰一人取り残さない、人に優しいデジ

タル化」の実現は、そこから始まるといえる。 
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スマホは社会を変えたが、今後は「シェアリングと

サブスク」が都市と個人の DXを牽引するだろう 

 

上山信一慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 

2021/8/28(土) 7:15 

 

 

この２０年で我々の生活は激変した。要はインターネットが世界を変えたのだが、最大の転

機は 2008年の iPhoneの登場だった。インターネットだけでは社会の IT化はここまで進まな

かった。GAFAにしても個人がネットを使っていつでもどこでもコンピュータにアクセスできる

仕組みができたから巨大化したのだ。とっつきにくい PCに代わって、スマホが大衆を、そし

て社会を一気にインターネットに近づけた。 

 

●次の 20年は DXの時代だが。。。 

 

 さて次の 20年はどうなるのか？ 

 DX（デジタルトランスフォーメーション）が主役というのがもっぱらの定説だ。確かに今後は

IoT（インターネット・オブ・シングズ）、つまりモノ同士がデータを介して対話し、そこから膨大
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なデータが生まれる。それを AI（人工知能）が食べて、人には見えない法則性を抽出してく

れる。新たなサービスがそこから生まれる。だから DXは企業だけでなく個人や地域（都市）

にも必須だといわれる。しかし未来は技術だけでひらけるわけではない。要は IoT、AI、ビッ

グデータを使って何をするか、どういう課題が解決できるかが大事だ。 

 未来に向けた課題として外せないのが地球温暖化問題だ。これは厳密にはCO2削減、エ

ネルギー消費削減、そして省資源、廃棄物削減の４つの策に落とし込めるが、これと ITを

重ねると見えてくるのが「サブスクとシェアリング」である。 

車の例が典型だがサブスクとシェアリングは現在、５％ともいわえる車の稼働率を劇的に

上げる。個人が所有せず社会で共有するようになれば今のような大量の新車の生産は不

要になる。ひいては省資源、省エネ、廃棄物と CO2削減に寄与する。 

 その意味で筆者はひょっとすると次の 20年は車だけでなく、家具や家電商品、産業機械

などあらゆるモノの所有がことごとくサブスクとシェアリングに移行し、それがスマホの次に

時代を変えるドライバーになるような気がする。 

 

●サブスク＆シェアリングによるモノのサービス化に着目 

 

 スマホの次は何かという議論が盛んだが私は「次は腕時計型かメガネ型か」といったどう

いうデバイスがスマホに代わるのかという話しよりも、今は限定的な「シェアリング」と「サブ

スクリプション（サブスク）」というサービスの普及ではないかと考える。ちなみにサブスクは

単なる“月額課金制度”ではない。「モノの所有」を「サービスの利用」に変えてしまう。そして

さらにそれがシェアリングを伴う場合には商品やサービスの姿、そして企業のビジネスモデ

ルや社会のあり方まで飛躍的に変えると思う。 

 

 シェアサイクル（シェアバイク）の例がわかりやすい。これまで我々は、自転車は自分で買

って所有し、駅前の駐輪場や路上に停め、また家に持ち帰っていた。だから稼働率は低く、

パンク修理や買い替えも面倒に感じた。たいして使わないのに故障や修理が多い。だから

ますます使うのがおっくうになり死蔵する人が絶えない。 

 

 それがシェアサイクルになると、自転車はスマホで近所のステーションの空いているところ

で借りて目的地の近所で返すものに変わる。今は使った時間分だけ料金を払う形態が多い

が、日額や月額課金を選べば、家に乗って帰って独占使用できるうえに、修理、メンテナン

スなどの手間もなくなる。問題が起きたら代車に替えてもらえばいい。サブスクで買う価値

は乗って移動するというサービスであって自転車を持つことではないからだ。 
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●所有から利用へ、独占からシェアへ 

 

 このようにサブスク＆シェアリングによって、耐久消費財（モノ）と人間の関係が「所有から

利用へ」、あるいは「独占からシェアへ」変化する。もちろんサブスク＆シェアリングはウィー

クリーマンションや自動車など単価の高いものについては以前からあった。しかし今後は自

転車や家具、家電などより単価の安いものでも成り立つだろう。安いものは、従来は貸し手

と借り手のマッチングに手間がかかりシェアリングの対象になりにくかった。しかしネット通

信の高速化と低価格化で成り立ちやすくなる。 

 

 自動車が典型だが機械ものは車検や修理などが面倒だ。リース契約でも従来は保険料

は別途自分で支払う必要があり面倒だった。これが全部パッケージ化され、月額定額制で

乗り放題になってきた。決定的な変化は自動運転の相乗りオンデマンド・シェアカーが登場

する 2025年ごろに起きるだろう。都心に限るが月額定額制のサブスク会員になってマイカ

ーを手放す人が出てくるだろう（すでに東京・渋谷地域では WILLER EXPRESS社によるサ

ービスが一部で始まっている）。 

 

●サブスク＆シェアリングの公共性 

 

 サブスク＆シェアリングは消費者への利便性だけでなく事業者にも安定収益をもたらす。

そしてビジネスモデルの大転換やエコシステムの進化も起きるだろう。 

 

 自動車の例でいうと、第１に自己所有の車が減り、シェアカーが増え、全体として自動車

の稼働率が高くなるだろう。今までマイカーの実稼働率は１割程度だったがシェアカーが基

本となると必然的に大きく上がる。 

 

 第 2にメーカー中心だった自動車産業の主役がシェアカー事業者を軸に再編されるだろう。

事業者は電力や通信、水道事業者のような存在となり、多数の安定顧客から低額だが毎

月安定した収入を得る。しかもこのビジネスは地域内でいったん構築してしまうと競合に浸

食されにくい。 

 

●シェア＆サブスクビジネスの公共性 

 

 シェアカー事業が普及すると、いままで行政が担っていた検査や強制保険、公共駐車場

の整備などの負担も減っていく。これらは、従来は一般消費者向けサービスだった。だから
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行政が担ってきた。それが今後は消費者（カーオーナー）に代わって、限られた数の事業者

がプレーヤーとなる。すると行政は鉄道事業のように車両の検査などは事業者に義務付け、

報告させるだけでよしとするようになるだろう。 

 

 さらに将来は大手事業者は行政に代わって個人が所有する自動車の検査まで代行する

かもしれない。あるいは域内の公営駐車場をすべてシェア事業者がいったん借り受け、そ

れを一般に再貸し出しする形態も考えられる。さらにシェアカーの利用が進むと駐車や貸し

出しステーションが増える。やがて集客拠点としてバスターミナルや駅前のようになり、ひい

ては新たな街が生まれるかもしれない。 

 

●PaaSの時代とプロダクトライブラリー 

 

 MaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス）はかなり知られるようになったが、車や電車、バイク

など輸送手段にこだわらず、移動というサービスを売り買いする考え方だ。ネット経由で AI

を使って集客やマッチングができるようになるとまさに実現する。この考え方は都市の利便

性を大きく変えるが、注目すべきはその導入の動機が省エネ、CO２対策だという点である。

省エネ、CO２対策の高まりを機に同様に何でもシェアリングを目指すという考え方が急速

に普及しつつある（XaaS、エクス、つまり何でもアズ、ア、サービス)。 

 

 その流れで例えばミシュランはトラック用タイヤを使ったキロで課金するサービスを始め、

フィリップスは LED電球を商業施設等に向けて LaaS（ライティングアズアサービス）として提

供し始めた。ほかにも電気掃除機やジェット機のエンジンなどいろいろなものが XaaS化し

つつある。さらに古着を集めてライブラリーを作り、そこで借りてファッションを楽しむ仕組み

も欧州で始まった。 

 

 これらは PaaS（プロダクト・アズ・ア・サービス）とも言われるがどんどん拡張すると何も持

たない生活が可能になり、ミニマリスト志向の若者たちに歓迎されるだろう。 

 

●都市 OSへの発展性 

 

 MaaS（モビリティ・アズ・ア・サービス）は XaaSのなかでもとりわけが関心を集める。人は

誰しも移動をするから時刻表アプリや交通決済は使用頻度が極めて高い。スマホの中で毎

日何度も使うので、これら交通アプリが「スーパーアプリ」となり、ほかのアプリはそれに従

属しやすくなる。さらに将来、自動運転が普及し、ラストマイル（家から最寄りの駅やバス停
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まで）でシェアカーやシェアサイクルが使われるようになると、MaaSアプリがスマホの核とな

る可能性がある。また個人の買い物や移動の行動履歴がスーパーアプリに溜まり、いわゆ

るデータビジネスの材料にできる。つまりスーパーアプリが顧客との接点を全部押さえてし

まう姿が想定される。 

 

●都市 OSの誕生、そして都市の概念の拡張へ 

 

 通信事業者や自治体関係者はスーパーアプリを基に「都市 OS」を作ろうと考える。移動も

購買も通話も全部がひとつのシステム、都市OSの上で起こる、あるいはそれぞれのデータ

が相互に利用される（データ連携）を想定する。政府が推進するスーパーシティは都市の中

にまさにこのデータ連携基盤を作ろうというものである。 

 ただし、ここでいう都市 OSは従来の定義の都市の中だけで完結しない。例えば京都に住

んで大阪の学校に通い、神戸で遊ぶ。だから都市 OSの担い手は住民票所在地の自治体

（市町村）の枠を超えて事業を運営するシェアカーや鉄道の事業者、あるいは通信事業者

になるだろう。都市OSはたとえば首都圏だとか関西圏、中京圏といった広がりでできていく。

だから都市の DX、つまりビッグデータ、AI、をつかった教育、医療などの品質向上、そして

自動運転、ドローンなどを駆使した都市の運輸物流サービスのレベルアップは現在の市町

村や都道府県を超えた単位で起きる。 

 

 もちろんこうした都市の DXの姿はまだまだ見えない。だが、エコロジーの動きとも相まっ

てサブスクやシェアリングが普及し、それが住民や企業の行動様式を大きく変えていく。そ

してその姿が個人や企業や都市の DXを形作るのだろう。そういう意味で私はサブスク＆シ

ェアリングは過去 20年にスマホがインターネットをけん引したのと同じ意味で DXをけん引

する存在になると考える。 
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大企業の M&A、ガバナンス構築は意外に自治体

経営に学ぶ点が多い 

 

上山信一慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 

2021/9/1(水) 7:45 

 

出典 エストニア政府 

 

 「行政は企業経営に学べ」と長らく言われてきた。確かにお役所仕事は非効率で企業経

営者が見るといらいらする場面が多い。私もずっとそう思ってきた。いや「官から民へ」「でき

る限り民営化しよう」とこの 20年、言い続けてきた。 

 

 「行政は企業経営に学べ」と長らく言われてきた。確かにお役所仕事は非効率で企業経

営者が見るといらいらする場面が多い。私もずっとそう思ってきた。いや「官から民へ」「でき

る限り民営化しよう」とこの 20年、言い続けてきた。 

 だが最近、逆かもしれないと思う場面が増えつつある。たとえば不祥事対応、コーポレー

トガバナンス、各地で進む自治体と企業の提携、業務委託や民営化（空港、学校、公園な

ど）、IT人材の副業制度の導入、全国規模の人材公募などで自治体や各省庁の動きが早
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く、ダイナミックになってきた。背景には、民間企業での勤務経験のある首長や議員、職員

が増えたこと、そして女性幹部が増えてきたことがあると思う。今どきの行政機関では部課

長の３，４割は女性だ。若手になるとほぼ均等でダーバーシティという意味では行政機関は

最先端をいっている。特に地方の自治体では地元の優秀な女性が多数、地元に残って就

職する。彼女たちが部課長になった瞬間、仕事のやり方が急に柔軟になったりする。その

意味では女性参画のおかげで行政改革が進んだのかもしれない。ともあれ、それほどかつ

ての「お役所仕事」のイメージは変わってきている。 

 

〇公的機関の改革：外部を巻き込む改革が増えている 

 

 私が企業が行政機関に特に学ぶべきだと思う点は、組織外のステークホルダーとの関係

構築のやり方だ。行政の仕事は企業のように内部完結しない。そもそも議会との関係があ

るし、その中も各会派、中央政党、個々の議員の利害が多層にわたって対立し複雑だ。そ

して行政機関は国と都道府県と市町村の三層構造のなかにあり独立しきれていない。中央

省庁も一枚岩でなく省庁は縦割りだ。しかし予算をめぐっては財務省や総務省（自治体の

場合）との関係構築が必要で、もちろん司令塔としての官邸や自民党への目配りも欠かせ

ない。要は、行政機関は極めて複雑な業界なのだ。 

 

 さらに行政機関は、企業よりもはるかに外部に対してオープンだ。納税者、サービス利用

者としての住民との関係が密接な上に、マスコミが厳しく監視する。 

 自治体、特に市町村の場合は隣接する市町村とも仲良くやる必要がある。時には共同事

業を営み（ゴミ処理、水道など）、事務組合を結成する。そして業務の多くは民間企業に業

務委託をする。このように行政機関の経営は組織の内部管理よりも外部のステークホルダ

ーとの関係構築が大切で、最近は財政危機や民営化の流れも相まってますますそれが中

心課題になっている。 

 

○公的機関の改革の例：外部との関係をテコに改革を進める 

 

 こうした構造を前提に、行政改革でも必然的に外の力を借りることになる。例えば筆者が

特別顧問として参画した大阪府と大阪市の橋下改革の場合、（筆者自身も「外の力」のひと

つだがそれはさておき）、情報公開を徹底して、良い話も良くない話もどんどん外部に発信

して住民やメディアからの外圧を利用した。 

113 / 232



 中央政府とのしがらみを断ち切って財政的自立を促し、「大阪都構想」を打ち出し護送船

団方式の“自治体業界”の枠組みや政令指定都市制度といった全国一律の制度の刷新を

促した。 

 大阪府に限らず、行政機関の改革は元来は市場競争にさらされずスピードが遅い。それ

を意識し維新改革では制度改革をぶちあげた。とりわけ「大阪都構想」は大玉でいわば敵

対的 M&Aにも似た“外科手術”だった。結果的に住民投票では可決されなかったがそれを

掲げることで市営地下鉄の民営化や府立と市立の大学や各種研究所、信用保証協会の統

合などが進んだ。 

 大阪府に限らず、最近の行政機関はおしなべて外部の力を使った改革がうまい。官僚た

ちは目立たないうちに、外圧を理由に組織と予算の流れを徐々に変えてきている。企業経

営者はそうしたしたたかな手法に学ぶべきだろう。 

 

〇日本企業の改革の行き詰まり 

 

 私の専門は「改革論」である。海外では「Change Management（変革の運営）」といわれる

領域であり、どうすれば企業や政府が行う「改革」がうまくいくか、紆余曲折をたどる改革プ

ロセスをどう管理するかが中心テーマだ。「改革」の範囲は幅広い。企業の場合は TQC（全

社的な品質管理）運動や CS（顧客満足度）向上活動もあれば、業務プロセス改善やビジネ

スモデルの再構築、さらに M＆A（合併・買収）や合併後の組織統合なども課題となる。また

政府の行政改革や民営化なども改革論の対象となる。 

 そういう目線でみると日本企業の経営改革の手法はだんだん小粒化し、行き詰まってい

る。少し歴史を振り返ってみよう。 

 

〇これまでの企業改革：現場・社内が中心の時代 

 

 高度成長期、企業でも行政でも改革と言えば経費節減と社内の組織の改革が中心だっ

た。まずは現場社員の TQC運動から始まり、やがて全社の CI（コーポレート・アイデンティ

ティ）の探求や事業本部制の導入などの組織改革へと「改革」のテーマは進化した。この時

代は市場が拡大していた。当初は国内、やがて海外に市場が広がり、経営課題はもっぱら

拡大対応だった。だから改革といっても内容は業務改善や社内体制の整備が中心だった。 

 

○最近の企業改革：社外との関係再構築が課題に 
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 ところが 90年代から成長を前提とした経営は終わる。2000年頃からは業界再編や M＆A

など、外科手術が当たり前の時代となる。グローバリゼーションや IT化の影響で事業の定

義や存在意義が激変し、ビジネスモデルそのものを変えていかなければ生き残ることがで

きない業界（出版、通販、百貨店、銀行など）も増えた。銀行や証券、保険などのほか鉄鋼、

金属、電機など多くの業界で同業者の合併が相次いだ。会社の内部管理でも株主や社外

取締役による監視が取り込まれ、コーポレートガバナンスが課題となり始めた。 

 

このように現代の企業経営では一企業の組織内のみで頑張っても答えの出ない領域が増

え、一方で外部との関係は拡張し、内容も進化している。しかも企業にとって外部とは、も

はや伝統的なステークホルダーである取引先、投資家、労働組合、規制官庁だけでなく、ア

マゾンや楽天などの ITプラットフォーマー、海外の機関投資家、さらに海外政府（越境規制

をかけてくる米中英の政府など）や SDGs（持続可能な開発目標）を推進する国際機関へと

広がりつつある。対外マネジメントが大きな課題になりつつある。 

 

○企業改革：ガバナンス改革の限界 

 

 企業改革でも業界再編や M＆Aは有効だが、相手が必要だし簡単ではない。その場合は

コーポレートガバナンス改革の文脈で外圧を取り入れる。例えば取締役の過半数を社外役

員にする、外国人を入れる、あるいはファンドからの資金参加と社外役員の登用をテコに戦

略改革に取り組む。こうした改革に取り組む際には、ステークホルダーマネジメントに長け

た行政機関の動き方に多くのヒントが得られるだろう。戦略立案や組織の運営など、通常

の内部管理では行政機関は企業よりも遅れていることが多い。しかし、業務提携やガバナ

ンス改革ではいまや企業が行政機関に学ぶべき要素が多いように思う。 
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どんな業種でもできる「サーキュラー型ビジネスモデル」

ーCO2削減と収益確保の両立を目指す現実解ー 

 

上山信一慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 

2021/10/1(金) 7:34 

 

 

出典：エストニア政府提供画像 

 

欧州発の「カーボンニュートラル」が時代を動かす中心テーマになってきた。だがわが国は

政府主導の二酸化炭素（CO2）削減だけにとらわれず、企業と消費者が中心になってサー

キュラー型のビジネスモデルと経済・社会の仕組みの構築を急ぐべきだと思う。 

 

 日本はもともと資源も石油も乏しく、省資源・省エネでは世界に先んじてきた。それをもっ

と徹底するとサーキュラー型社会が実現できる。その結果、CO2 も削減できる。ところが

CO2の削減、特に 4割減等の高い目標の達成を基軸にすると企業の環境戦略は焦点がぼ

やけ、高すぎる理想に足がすくむ。ここは浮き足立つことなく、日本古来の「もったいない

（MOTTAINAI）」哲学を掲げ、サーキュラー型社会の構築を目標とすべきだ。 
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○かつて日本は環境問題では先進的地位にあった 

 

環境問題ではかつて日本は世界の中で有数の先進国だった。もともと資源とエネルギーに

乏しく、もったいない精神が根付いた社会だった。1970年代には企業の公害問題とオイル

ショックを経験し、企業が排出する有害物の規制と省エネが進んだ。 

 

ところが日本は土地が狭いため、廃棄物は燃やして減容してきた。そのためか CO2削減に

はやや及び腰で、また島国のせいか地球レベルの温暖化への感度は鈍かった。 

 

 片や世界では 80年代から 90年代に気象観測技術が進歩し、また全世界の気象情報の

共有化が進んだ。そこで欧州を中心に地球温暖化と温室効果ガス問題が環境問題の主役

の地位を占めるようになった。そしていつの間にか日本は環境問題のリーダーからフォロワ

ーになってしまった。 

 

○環境問題は今後、「水平」から「垂直」へ進化 

 

環境問題は戦後の先進国で次第に社会の中心課題になっていったが、その歴史はしばし

ば「水平化」の歴史だと言われる。最初は水俣病のように工場の周辺住民の問題にとどま

っていた。それがやがて光化学スモッグのように自動車社会に共通するすべての大都市の

課題となり、さらに温暖化問題を機に課題のスケールと解決の舞台は全世界単位に広がっ

た。 

 

しかし 90年代以降、環境問題は同時に「垂直化」してきた。垂直化とは企業の中での課題

の高度化を意味する。当初は有害物質の排出抑制と資源・エネルギーの節約が目標だっ

た。それが今や事業のバリューチェーン全体を組み替える動きに進化した。例えば、自動

車でも家電でも、作るときの省エネ・省資源や部品や材料のリサイクルにとどまらず、リサイ

クルに適した製品の設計、製品長寿命化、中古品流通の仕組み作り、店頭での廃品回収

や部品・資源回収などへの取り組みが進む。これが「垂直化」である。 

 

◯環境問題の垂直化とサーキュラー型社会への移行 

 

このように企業がバリューチェーンを組み替え始め、環境問題は今や、「水平化」にとどまら

ず「垂直化」の時代に入った。これを経済の視点から見ると、従来の「リニア型」の経済が

「サーキュラーエコノミー（循環型経済）」に移行することを意味する。 
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前者は、企業が「Take（資源を採掘）」し、「Make（製品を製造）」して、消費者が「Waste（捨

て）」というリニア（直線）型の経済システムだった。しかし、後者では今まで廃棄されていた

製品や原材料が新たな資源となってぐるぐる循環する。新たな資源採掘の必要は減り、廃

棄される量も減る。 

 

○「モノ（資源）」のサーキュラー型モデル事例 〜自動車とペットボトルは優等生〜 

 自動車は年間約 300万トンが廃車となる。ほとんどが鉄やプラスチックだが、総廃棄量の

99％はリサイクルされる。2002年に「自動車リサイクル法」が制定され、変化が起こった。メ

ーカーはリサイクルしやすい製品を生産するようになった。廃車時にも積極的に回収するよ

うになり、廃車から資源を取り出し再製品化する。 

 

ペットボトルも同じだ。海洋ゴミ問題として大きく取り上げられ、95年に「容器包装リサイクル

法」が制定された。今では約 85%がリサイクルされる。いずれも法律と各企業の努力の賜物

（たまもの）といえよう。 

 

○「カネ（資金）」の回り方もサーキュラー型に転換 

 

「サーキュラーエコノミー」の時代になると、企業は廃棄量それ自体を減らすことよりも「最終

処分量」を減らすこと、つまり全体のリサイクル率を上げることが求められる。それにつれ企

業の資金の循環のあり方も変わる。 

 

かつてはカネの流れも資源と同じようにリニア型だった。例えば、環境に良いことをやるの

はCSR（企業の社会的責任）活動と位置付けられ、社会貢献の「コスト」だとされた。CS Rに

投じる資金は税金のようなもの、あるいは直接利益につながらない間接コストと考えられた。

せいぜいが広告・宣伝費として計上される程度だった。 

 

しかし今では企業が「サーキュラー型」のバリューチェーンを構築すると、さまざまな収益上

のメリットが得られる。第 1には材料・資源の調達コストが下がる。第 2に消費者と投資家か

ら歓迎され、高価格でも売れる等の有利な扱いを受ける。 

 

第 3には製品の長寿命化に伴って修理ショップや下取りセンター、あるいはサブスクリプシ

ョン契約を展開するようになり、顧客とのタッチポイントが増える。すると流通マージンを払
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わずに直販でき、製品を買ってもらった後でも顧客の声が入るようになる。ひいては新製品

のヒットやリピート購買につながりやすくなる。 

 

 リサイクル技術の向上でリサイクル材料の再生コストが下がったこと、ネットの発達でリー

スやレンタル、サブスクリプションが普及し、また回収もしやすくなったことで、新しいバリュ

ーチェーンやビジネスモデルが生まれつつある。 

 

このようにサーキュラーエコノミーは企業のものづくりだけでなく、資金の使い方も変えつつ

ある。その意味で環境問題は特殊な一分野の課題ではなく、ビジネスモデル、いや資本主

義の姿をも変えつつあるといえよう。 

 

◯政府の環境規制の強化と雇用への影響 

 

 サーキュラーエコノミー、エコロジーは欧州人のこだわり、市民運動の一環だという見方が

ある。確かにその一面はあるが、思想や運動が政府を動かし、あらたな環境規制を生み出

し、それも世界の企業の経営に影響を与えている。 

 

例えば、ドイツ政府はスマートフォンの商品寿命が著しく短い点を問題視しメーカーに 7年

間の予備部品の用意とセキュリティアップデートの提供を義務付けた。EUも 2035年以降は

ゼロエミッション車、つまりバッテリー電気自動車や燃料電池車のみとする規制を発表した。

こうした動きに乗り遅れた企業は欧州でビジネスができなくなる。トヨタ会長は「カーボンニュ

ートラル（温室効果ガス排出量の実質ゼロ）は雇用問題であることを忘れてはいけない」と

述べている。その意味ではサーキュラー型ビジネスモデルへの対応は、「モノ（資源）」「カネ

（資金）」だけではなく、「ヒト（雇用）」にも影響を与えるだろう。 

 

◯CO2削減とサーキュラーエコノミー 

 

 ここまで述べたことを時間軸でまとめると、50年前我が国は、公害対策、省エネ・省資源

で世界有数の先進国だった。ところがこの20年来は、温暖化問題、CO2対策でやや遅れを

とった。慌てて政府は 20年にCO2の大幅削減を宣言したが、企業はまだ半信半疑、あるい

は腰が重い。一方、欧州は次のレベルのサーキュラーエコノミーへの移行を考え始めてい

る。さて、どうしたものかという状況だ。 
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しかし考えてみると実は日本企業は自動車、ペットボトル等の規制・再生で一日の長がある。

ならばわが国政府と企業は不得意科目の CO2削減を前に途方に暮れるよりも、政府の法

規制と企業の努力の合わせ技でサーキュラーエコノミーを目指した方がいいのではない

か。 

 

そもそもサーキュラーエコノミーの実現に向けたアクションは、ほとんどが CO2削減にも貢

献する。政府がCO2削減の目標値を掲げるのは不可避だろう。しかしその実現を直接的に

目指すよりも、政府は「MOTTAINAI」の理念を掲げ、企業はサーキュラーエコノミーの構築

に向けたビジネス戦略を展開したほうがいい。その方が日本企業には取り組みやすい。そ

してその実現自体が実は地球環境問題への我が国らしい貢献となるはずである。 

 

（注）本稿は慶応 SFCのゼミ生鈴木海勇と共同で執筆した 
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もしも「羽田-伊丹便」が廃止されたら――近い未来

のシミュレーション 

 

上山信一慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 

2021/10/13(水) 7:14 

 

 

著者撮影 福岡空港にて 

 

コロナ禍は我々にいや応なしに「ニューノーマル」のライフスタイルへの移行を迫った。常時

マスクの生活も大変だが、最大の変化はリモートワークの普及だろう。その勢いで通勤の

概念が崩れ、都会と地方の２カ所居住が始まり、高層ビルを抜け出して公園のカフェで仕

事ができる時代になった。だがそんなコロナ禍も数年かけて収束しつつある。それで「ノー

マル」に戻れるか、と思ったら甘い。次には「CO2削減」の大波が海外から押し寄せてくるだ

ろう。 

 

○欧州の 2時間半ルール 
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 欧州では CO2削減のため、列車で 2時間半以内の都市間の航空機が廃止されつつある。

例えばパリ-ボルドー、パリ-リヨン、ウィーン-ザルツブルグなどだ。CO2排出量全体に占め

る航空機の比率は 2％と小さい。だが列車の方がエネルギー効率は良いし、空港は駅より

街のはずれにある。空港アクセスの自動車輸送が出す CO2 も加味すると 2時間半の距離

は「飛ばなくてもよい」と言われても仕方がないだろう。 

 

○羽田-伊丹便の廃止案 

 

我が国に 2時間半ルールを当てはめると羽田-伊丹便は廃止となる。東京-大阪間は新幹

線が走る。伊丹空港から大阪中心部まではバスで 40分ほどかかり、羽田も都心から遠い。

東京-大阪間をどうしても飛行機で移動しなければいけない人はあまりいない。そもそも羽

田-伊丹便はリニア新幹線ができたら不要になるとも言われてきた。その意味では、CO2削

減政策は単に廃止の時期を早めるだけとみることもできる（このあたりは「コロナのせいでリ

モートワークが”早まった”」という見方と似ていて興味深い）。 

 

○ぽっかり開いた穴をどう埋めるか 

 

さて、羽田-伊丹便が廃止されたら新幹線は大幅な増収となる。だがこの利益を JR東海が

独り占めするのはおかしい。航空会社の損失補填にいくばくかの資金は回すべきだ。また

赤字に苦しむ北海道や四国、九州のいわゆる３島会社の生活路線を維持する資金に充て

るべきだ。歴史を紐解けば、東海道新幹線は国鉄の分割民営化の過程でたまたま JR東海

のものになったにすぎない。同社が自分の努力で引いた路線ではない。東海道新幹線は

多額の税金を投入してできた国民全体の財産である。だからそもそも、すべての収益を JR

東海が独占している現状自体に疑問があろう。本来は、たとえば国が全国の鉄道ネットワ

ークを維持するための基金を設立し、そこに東海道新幹線の収益を半分程度は入れるとす

る制度を設計すべきだった。いまさら遅い。JR東海はそもそも上場企業でもあり、株主の利

益を召し上げるわけにはいかない。しかし羽田―伊丹便の廃止による増収は政策変更に

よる外部経済効果である。これは国が差配してもいいだろう。 

 

○羽田空港は新たに生まれる枠を元に民営化 

 

ところで羽田-伊丹便は大体 1時間に 2本は飛んでいる。これがなくなると常に満杯の羽田

空港の発着枠に余裕ができる。伊丹にも余裕ができる。今までは羽田や伊丹の発着枠は

国土交通省航空局が各社に配分してきた。しかし今回は海外のように競売にかけるといい。
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ビジネスジェットも含め航空会社が入手をめぐってフェアに競えばいい。どうしても羽田（伊

丹）に飛ばしたいという自治体が枠を買うことも認める。枠を得てからどこの会社に飛ばして

もらうか決めればいい。 

 

こうやって得た収入を元に羽田空港は民営化するといい。伊丹をはじめ全国の空港は次々

と民営化されている。しかし最大規模の羽田空港は民営化されていない。なぜなら羽田空

港はとうの昔にランドサイドの儲かる部分（ターミナルビル、駐車場等）だけ切り離して民営

化し、しかもその会社を上場してしまった（日本空港ビルデング株式会社）。残された部分

（エアサイド）だけでは着陸料しか収益が上がらず赤字だ。そのため民営化できなくなってし

まったのだ。 

 

空港民営化で重要なのは、ターミナルビルや駐車場等からの収益である。それで滑走路

（エアサイド）の赤字を補填し、トータルで収益を上げる。これができない羽田空港はいつま

でも民営化できない。しかし羽田-伊丹便の発着枠が新たに出現し、もしそれをビジネスジ

ェット便等に高値で売れるとすれば、もしかするとエアサイドだけでも民営化できるかもしれ

ない。 

 

羽田-伊丹便の廃止は世界の常識からすると当然だが、まだまだ検討には時間がかかる

だろう。それも含め、今回の私の着想は、全て「たら・れば」の話である。だが、コロナ禍で

我々はまさかが現実となることを経験した。激変する世界の動向に目配りをしつつ、「たら・

れば」のシナリオを普段から考えておくことは決して無駄ではないと思う。 
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プラットフォーマーはなぜ国家と戦うことになる

のか―理解のヒントは「規格」（上） 

 

上山信一慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 

11/29(月) 7:37 

 

出典：エストニア TOOLBOX 

 

 

昨今の企業戦略論では、企業がプラットフォーマーに変身できるかどうかが戦略の岐

路だとよく言われる。データを握った GAFA が世界を支配する―ー他分野でも Suica

は交通の、コマツは建設業のプラットフォーマーだといった議論である。 

 

〇プラットフォーマーは既存市場を吸収・再構築する 

 プラットフォーマーは IT の進化とともに突如出現した――としばしばいわれるが

正しくない。プラットフォーマーの原型は紀元前から存在する。度量衡や通貨などの
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「規格」である。国家や市場は長い時間をかけて社会や経済を動かす基盤として「規

格」を育ててきた。ところが GAFA などのプラットフォーマーは、IT を駆使して自社

サイト内に市場を構築（例えば Amazon は EC 市場を構築）し、さらに生産や流通に

新たな標準を構築し（例えば Amazon の物流に合わせたサイズの家具）、さらに金融

（Amazon ペイ等）に進出しつつある。 

 

〇「規格」は国家による権力と秩序の基盤 

 

「規格」はもとは国家が独占していた。例えば通貨単位などの度量衡や暦である。度

量衡は課税の基盤として構築された。物の価値（価格）や面積や重さが測定できない

と公平な課税ができず、統治も取引もできない。きちんと測定する能力が示せないと

統治に対する不満が募り、不正や反乱を誘発する。暦もそうだ。時間の概念具体的に

見える化することで人々の行動とマインドを支配し、国家の権威を示した。古くから

国家のパワーソースは面積（農業生産力、地下資源量）と人口（兵力、労働力）とさ

れてきた。だから国家は面積、重さ、労働時間、そして通貨による富の測定を通じて

自分達の実力を推し量り、そこから防御と攻撃の作戦、つまり「戦略」を考えた。こ

のように規格は国家や政府が権力と秩序を維持する基盤として誕生した（これを「規

格 1.0」とする）。 

 

〇大量生産と標準化（規格 2.0） 

 

 古代に確立した規格 1.0 は近代に入り、産業革命を経た工業化のなかで規格 2.0 へ

進化する。規格２．０とは「標準化」のことである。ネジの太さや長さ、コンテナの

大きさなどは当初、ばらばらだった。それが国内、さらに世界で統一され、アダムス

ミスのいう分業による協業が成立した。規格 1.0 の主役は国家だったが、ここでの主

役は企業である。企業が競争しながら規格の標準化を図り、化石燃料の活用とともに

大量生産、大量消費の資本主義社会を作り上げた。とりわけコンテナの標準化の貢献

が大きい。大型コンテナ船の国際定期航路が開通し、物資が低コストで国境を越えて

移動するようになった。コンテナ自体は横幅と高さと奥行きのある単純な箱でしかな
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い。しかし雑多な荷物をそこに詰めて扱いやすくし、さらにそれを積み重ねて運ぶこ

とで陸海空の物流コストが激減した。おかげで原料も製品も世界中を動かせるように

なり、生産効率が向上した。かくして大量生産と大量消費が実現し、経済は飛躍的に

拡張した。 

 

 義務教育や学歴、学位といった制度も規格 2.0 である。これらは人間を「標準化」

し均質な労働者をつくる装置である。学校教育を経て子供たちは「標準人間」に規格

化され、彼らが集まって工場での大量生産に従事した。こうしてかつての農民たちは

国民教育を受け、技能と社会常識を身に着け、兵役をこなし、また選挙で票を投じる

ようになった。教育はもともとは徒弟制度だった。しかし学校では標準カリキュラム、

科目、授業単位などが制度化され、専門家たちが集まって「分業による協業」を行い、

短時間で効率的に労働者を大量生産するようになった。 

 規格 1.0（度量衡や通貨）は測定の単位として統治の基盤となったが、規格 2.0（標

準化）はかくして生産の単位として企業と経済の基盤となった。 

 

〇規格 3.0 は「自社内の独占取引市場」 

 

 最後に「規格 3.0」だが、これこそまさにプラットフォームのことである。プラッ

トフォームは基盤ということだが自社内の独占取引市場と表現するとわかりやすい。

規格 2.0 の時代、取引市場は複数企業が集まってそこに国家が介在して公的なものと

して生まれた。そこでは政府が法律で取引ルールの法制化（民法や独占禁止法など）

や決済単位や開設時間などを細かく決め、またしばしば取引に課税をした。ところが

プラットフォーマーは売り手と買い手を自社のサイトに呼び込み企業内に新市場を創

出した。 

 

 しかもプラットフォーマーは新市場の創出（規格 3.0)にとどまらず、そこから出発

し、長年、使われてきた生産や物流の標準（規格 2.0）を自社サイト内で再構築し、

さらに国家が作り上げてきた通貨単位などの規格 1.0 まで再構築するようになる。 
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〇プラットフォーマーは規格 3.0→2.0→1.0 へ進化する 

 

 典型例がアリババである。アリババは中国がまだ高度の大量消費社会でなかったこ

ろにいきなり効率的で魅力的な EC 市場を作り出した。突如出現した市場に刺激され、

新しい事業者が商品生産を始め、同時にかつて貧しかった庶民たちがだんだん洗練さ

れた大衆消費社会の消費者に育っていった。アリババはこうして売り手と買い手のネ

ットワークを作り出し（規格 3.0）、それを支えるために中国にはなかったクラウド

コンピューティングや宅配物流の仕組みを作り出した（規格 2.0）。やがて、規格 1.0

の領域である金融・信用事業にも進出した。 

 

 規格 3.0 から 2.0、1.0 への展開の順序は Amazon も同じだ。Amazon もまずは 3.0

つまり、ネット上に新たな EC 市場を作り出した。やがて自社サービスのために構築

した AWS(クラウド）など外販するようになりまたオリジナルブランドの商品も生み

出した。かくして Amazon は取引手数料にとどまらず規格 2.0 の領域の売り上げも収

益源とする企業になった。そして今や Amazon Pay という、新たな決済手段（規格

1.0）の世界に進出しつつある。 

 

〇GAFA 規制やアリババ抑圧は国家による新興企業の反駁 

 

 アリババも Amazon も、今やもともと国家が独占してきた金融や決済の基盤を自分

達で構築しつつある。ここからでてくる洞察は「プラットフォーマー企業は規格 3.0

から 2.0、そして 1.0 に逆流し進化する」という法則ではないか。だから規格 1.0 ま

でいったときに国家と対立する。こうしてみたときに欧州や米国の政府による GAFA

規制や中国のアリババ規制などは単にデータの管理をめぐる対立にとどまらない。あ

れは国家の基盤である規格 1.0 の権益を新興企業に侵されそうになった際の国家の反

駁とみなすことができよう。 

 

（注）本稿は上山信一研究室学生 佐藤恵衣（2021 年 3 月当時）との共著である 
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プラットフォーマーはなぜ国家と戦うことに

なるのか―理解のヒントは「規格」（下） 

 

上山信一慶應大学総合政策学部教授、改革参謀 

2021/12/27(月) 7:28 

 
出典：Estonia Tool Box 

 

前回は、Amazonやアリババなどのプラットフォーマーの強さは「規格」の考え方

で説明できること、彼らは事業基盤を「規格 3.0＝プラットフォーム」から「規格 2.0

＝大量生産規格」にさかのぼって業態を拡張しつつあること、さらに通貨や度量衡な

ど「規格 1.0＝測定単位」を司る国家と対立する運命にあると説明した。 
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 さて、次に気になるのはプラットフォーマー以外の大企業の運命である。トヨタ、

ソニーなど日本の大企業は「規格 2.0＝大量生産規格」で大成功してきた。だがプラ

ットフォーマーが台頭する中、彼らは今後どうなっていくのか。 

 

〇みんなプラットフォーマーの下請けになる？ 

 よくある俗説はトヨタも JRも日本交通（タクシー）も Google やウィラーエクス

プレスなどの MaaS企業の下請けになるというホラーストーリーである。それによる

と移動はすべてがサブスク形態に移り、車は持たずにチョイ借りする存在となる。電

車も旅館もすべて移動は時刻表アプリから予約するようになり、交通事業者はアプリ

の支配者の下請けになる・・といったストーリーである。その結果、自動車などのモ

ノづくり企業や鉄道会社などのリアルなサービスを提供する企業は顧客との接点を全

部プラットフォーマーに奪われ、付加価値が取れなくなるというものだ。これは確か

に一部で起きるだろう。書店はすでに Amazonに駆逐され、映画などは配信だけでな

く制作までもが NETFLIXの支配下にはいりつつある。「規格 3.0＝プラットフォー

ム」が「規格 2.0＝大量生産規格」を駆逐し、下請け化するとシナリオは一部では成

り立ちそうだ。 

 

〇従来型企業の逆襲もある 

 だが、それだけではない。逆の動きもある。プラットフォーマーが強いのはどちら

かというと B2C分野である。利幅の厚い B2B分野では実はネットビジネスも新興プ

ラットフォーマーもまだ浸透できていない。そんな中、従来型企業が逆に規格 3・0

のプラットフォーマーへと進化しつつある。ウォルマートとコマツの事例をみたい。 

 

〇ウォルマート 

ウォルマートは、規格 2.0、つまり規格化された大量生産型商品を効率的に売りさ

ばくことで成長してきた。こうしたリアル業態の多くは Amazonなどのプラットフォ

ーマー（規格 3.0）に駆逐されつつある。Ａｍａｚｏｎも日用品のデリバリーを始め

ている。だがウォルマートはここに逆襲をかけている。例えば最近では、規格 2.0の

領域に AIを取り入れ、極度に最適化された配送システムをつくりあげている。彼ら
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はもともと自社内に高度なロジスティクス能力を持っていた。それをさらに進化させ

最近では消費者の冷蔵庫に商品を入れるところにまで伸長した。こうして顧客とのタ

ッチポイントをネット企業以上に拡げている。そこを足掛かりに最近では、金融サー

ビスにまで事業を拡げ、規格 1.0の領域に足を踏み入れはじめた。 

 

〇コマツ 

次に B2B分野の例を見たい。建設機械のコマツはメーカーとして高品質の製品を作

り出す強みがある。その上にすべての建機にセンサーをつけるようにした。それで稼

働中の建機の位置情報や稼働状況、燃費などの情報がとれるようになった。おかげで

建機の盗難が減り、稼働状況の最適化も実現した。メンテナンスや修理のベストタイ

ミングの提案もできるようになり、製品のライフサイクルコストも削減された。コマ

ツはもともと規格 2.0（大量規格生産）に長けた企業だ。その領域で ICTを導入し最

適化したうえで客先の建機の ICT化も手掛けた。さらに他社の建機にもセンサーを装

着したり、販売店や建機の客先にデータを公開した。こうして建機の周りのネットワ

ークとエコシスエムを確立して規格 3.0企業となりつつある。 

 

 さらに建機の稼働率データを分析すると地域や国単位の生産活動の姿もわかる。建

機出荷額と GDPの推移はほとんど一致する。そうして蓄積したデータを使うと生産

台数の予測ができるし、さらにその能力を外販すると独自の景気指数であるコムトラ

ックスまで出せるようになった。コマツは規格 2.0から 3.0へ進化し、さらに規格

1.0（測定、度量衡）にまで広がりつつある。 

 

〇企業戦略の 3類型と規格の関係 

 

（１）GAFA型 

以上の考察をもとに、今後の企業の生き残り戦略を考えてみる。おそらく 3類型が

ある。第 1は「GAFA型」である。これは、プラットフォームを原動力にして、広範

囲のエコシステムを構築する。前回述べたように、独自の市場をネットワーク上に作

り、クラウドや物流を使って既存企業を駆逐し、国家の規格 1.0の領域にまで入り込
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んでいく。Amazonやアリババ、Apple、楽天などみんな規格 3.0→2.0→1.0の順に

進出していく。 

 

〇楽天と郵政の提携親和性 

 ちなみに最近、楽天は郵政と提携した。楽天は規格 3.0にいるオンライン取引のプ

ラットフォーマーだが、規格 2.0の世界である自前の物流やクラウドを持っていなか

った。そこで、日本郵政と資本提携をして規格 2.0の世界に入りつつあるのではない

か。さらに次には、規格 1.0に向かおうとしているのではないか。 

 

（２）独立プレーヤー型 

第 2は「独立プレーヤー型」である。これは、規格 2.0に集中して特定の製品やサ

ービスのモジュールを提供することで生き残る形態である。例えば信越化学、TSMC、

京セラ、パナソニックなど多くの大企業が該当する。顧客との接点においてはプラッ

トフォーマーの下に位置するとはいえ、独自の生産技術や規模の経済で優位性を保ち

続ける。 

 

（３）B2Bプラットフォーマー型 

 これは、先ほどのコマツや GE、シーメンスなど B2B領域でプラットフォームを構

築し、業界を越えたエコシステムを構築する形態である。元は規格 2.0だった企業が、

業界内プラットフォームを作ることで 3.0に進出する。中には、それを拡張して規格

1.0の金融や経済指数に逆流進出していく。 

 

〇DXの意味の再発見 

最近、DXという言葉が多用されるが、結局は「ITを使って何をするか（したいか）」

ということにつきる。今回の考察を手掛かりにすると DXとは自社の企業類型、ある

いは生き方のモデルをはっきりさせていくことといえる。 

 

 なぜなら DXは、単に ICTを会社に入れて生産性を効率化させる話、つまり規格 2.0

の強化の手段に留まらない。それは規格 3.0のプラットフォーマーになる手段でもあ
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り、逆にネット上のプラットフォーマーが規格 1.0の世界に入っていく手段でもある。

DXによって企業、いや国家のエコシステムすら組み換えられつつある。あるいは「企

業」という枠の意味がなくなっていく。 

 今回のような「規格」に着目した考察なども手掛かりにこれからの企業はおそらく

「ビジネスモデルを越えたエコシステムの再設計」、そしてさらに「国家と企業の対

立や補完関係」の組み替えについて考えていく必要があるだろう。 

 

（注）本稿は上山信一研究室学生 佐藤恵衣（2021年 3月当時）との共著である 
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