
                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最近の新聞・雑誌記事＆論文  

（2021年 4月～12月） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 上山 信一 
  （慶應義塾大学総合政策学部教授） 

 
 

 

 

 

論文掲載 HP：http://shinichi-ueyama.com/  

e-mail：ueyama@sfc.keio.ac.jp  

連絡先（事務所）：03-6459-0234  

1 / 232

http://shinichi-ueyama.com/
mailto:ueyama@sfc.keio.ac.jp


 

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） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     （４）WISS 連載 
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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！？ 

2021/08/06 21:06 

 

見えない物を見よう 

目次 

• ストリートアントレプレナーとはどういった起業家なのか？  

• オーガニックに街を変えていく 

• 都市問題 2.0がストリートアントレプレナーを必要とする  

• ストリートアントレプレナーの活動事例  

• 成功の秘訣は何か？  

 

このニュースレターでは、今、ホットなテーマになりつつあるストリートアントレプレナーについて

数回にわたり紹介していく。ストリートアントレプレナーは、いわゆるアントレプレナー（起業家）の

一つの形態のこと。起業家というとシリコンバレーのハイテク企業や IPOで大金持ちになる等の

印象が強い。しかし彼らの目的は衰退した商店や住宅をリノベーションしてシェアオフィスやホス

テル、ショップにする。それを通して街を元気にする。短期のうちに会社を成功させ一獲千金を

めざすものではない。彼らももちろん事業では儲けるが、それだけでなく仲間と共に町全体を変

えていく。いわば等身大の起業家なのだ。彼らは自分の手が届く、身近な地域にピントを合わせ

ていることが特徴だ。一般的な起業家はゼロから社員を集め、売り上げと利益をドライブに頑張

る。でもストリートアントレプレナーは最初から地域とつながり、自分の事業だけでなく、周辺の

店舗や施設の成長をいつも考えている。周りも発展させることで街全体を活性化させ、ビジネス

の持続性を担保していく。このように、ストリートアントレプレナーは地域で事業を展開する起業

家の顔を持ちつつ、地域活性化の担い手でもある。 
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今、ストリートアントレプレナーに注目すべき理由は、大きく二つある。まず一つ目の理由は、社

会課題となりつつある空き家増加による住宅地の「スポンジ化」や空き店舗の増加による「シャ

ッター通り」に対応する有力な手立てが彼らの活躍だということ。二つ目の理由は、仕事の目的

ややりがいが多様化する中でストリートアントレプレナーとしての生き方をキャリア選択肢として

選ぶ人が増えている事が挙げられる。 

 ストリートアントレプレナーとはどういった起業家なのか？  

 ストリートアントレプレナーはあまり聞きなれない言葉かもしれないが、地域密着型の社会起業

家をイメージしてみてほしい。例えば空き家になってしまった駅近の床屋さんをリニューアルして

お菓子屋さんを始める事業や、先代から譲り受けた長屋と銭湯をリノベーションしてゲストハウ

スとカフェを作り、コミュニティハブを作るといった事業をイメージしよう。彼らはその立地の特性

や建物の特性を生かした店舗の経営をする。もちろんリノベーションをしたり SNS で発信もする。

そうして消費者が遠方からでもわざわざその店を目的に来訪してくれるようなブランドを作ろうと

するだろう。その際には周囲の他の敷地を誰かが使ってビジネスを展開するよう支援もする。そ

うして経済効果を波及させ、その通り沿い（ストリート）の人たちを活性化する伝道師のようなチ

カラを持っているのだ。 

 オーガニックに街を変えていく 

  ストリートアントレプレナーは、オーガニックな変革の担い手だ。その意味で食べ物をおいしく

変えていく発酵菌や酵母に似ている。一つ一つは小さな存在だが、個性豊かだ。金融に強い人、

建築のプロ、ビジネスのプロ、笑顔が素晴らしくてみんなに愛される魅力のある人などそれぞれ

が持ち味を生かしながら、地域で仕事をする。お互いに助け合い、刺激しあってしだいに街の姿

を変えていく。事業を展開する中で周りの住民やお客さんなども感化し、事業の輪を広げていく。

たしかに、オーガニックな活動なので時間はかかる。しかし共感の広がりで事業や地域のブラン

ドもできている。そのことで人が集まり始め、文化、グルメやアートを提供する事業者もやってく

るだろうし、彼らがその地域で共存するようになると活動の輪が広がる。  
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地方の小さな町はたいてい人口も所得も右肩下がりのことが多い。それが現状維持からさらに

右肩上がりになって周辺地域と比べ相対優位になるとそこからじわじわ地価や人口が伸びてい

く。彼らが一生懸命育てた街の発展が、実はストリートアントレプレナーの事業の持続性も担保

してくれるようにもなるのだ。  

そういう意味ではストリートアントレプレナーの活動は、広大な更地だけど敷地面積や完成地点

が決まっている従来型の再開発事業とは異なる。大企業のデベロッパーや行政機関が行う都

市の再開発は面積も広く、マスコミでも話題になり華やかだが、多くの場合は敷地の範囲が前も

って定まっているし、建物が完成して分譲したら完成となる。ところがストリートアントレプレナー

にはそういう制約がない。オーガニックなアプローチなので近所に連鎖していって広がり、実は

終わりがないのだ。  

 ストリートアントレプレナーが生み出す経済のポジティブサイクル  

   

都市問題 2.0がストリートアントレプレナーを必要とする  

 さて現代社会はストリートアントレプレナーを必要とし、また受け入れるだろう。それは「都市問

題 2.0」への一番有効な答えだからだ。都市問題は 1970年代の高度成長以降に発生した。例え

ば住宅不足、道路渋滞、満員電車、光化学スモッグや大気汚染などだ。そこで高速道路が開通

し、ニュータウンが開発されて公団住宅など安くて快適な集合住宅が販売されることとなった。こ
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れらを私は「都市問題 1.0」と名付けている。それから半世紀を経た今、人口の高齢化やインフラ

の老朽化が新たな課題である「都市問題 2.0」を生み出しつつある。高度成長期に一斉に作った

住宅や道路が急激に老朽化し、50年前に若くしてニュータウンに転居してきた住民が一斉に年

をとる。あちこちで空き家が発生し、街のスポンジ化が始まり、また独居老人の孤独問題などが

発生しつつある。 

こうした課題はあちこちで目に見えない形で進行していく。街づくりの観点からはこうした課題は

郊外の住宅地や商業地のあちこちで目立たない形で起きている。建物の建て替えや再生をしよ

うとしても単位が小さいためにデベロッパーや行政機関による再開発の案件にもなりにくい。最

近の民間デベロッパーによる都市開発事例の多くは、六本木ヒルズや日比谷ミッドタウンなど都

心の条件がいいエリアか郊外でも駅前がほとんど。そして投資対効果を考えると当然だが、再

開発した後の用途は商業とオフィスが中心となる。住宅も一部あるが富裕層向けとなり、周辺へ

の波及効果は限定的になってしまう。だから再開発の対象地域内はきれいになるが、その後に

はあまり影響を与えない。だから「都市問題 2.0」の解決策にはなりにくい。  

次に、行政主導のソリューションについて考えてみよう。行政主導と言うと民間が取れないような

長期のリスクを行政が取って、山林を切り開き新たな街を生み出すニュータウン開発が想起さ

れる。しかし、現在の人口動態や社会課題と照らし合わせると、空家・空地がまばらに増えてい

く「都市のスポンジ化」に対応する必要がある今の開発ニーズには合わないやり方になってしま

った。仮に行政が都市開発に着手したとしても、自ら土地を買って開発を行政主導で行うことか

ら、新しい市の出張所ができる、保育所ができる、など行政サイドのニーズの強い施設から作る

ことが一般的になってしまう。こういった開発は、結果として周辺地域のニーズと必ずしもなじま

ないものが出来上がってしまうことが多々ある。また、終戦直後や大きな災害発生時と異なり、

既存の居住者を一気に移住させるわけにもいかず、区画整理事業に着手するきっかけ自体も

少なくなっているのが現状だ。   

民間の開発会社は儲かる地域でしかプロジェクトを進行しないし、行政主導の地域開発は硬直

性が強くなりがちで機能しないことが多いことから、いわゆる普通の町を再生していく主体が存

在しない状態となる。そういった背景から、ストリートアントレプレナーの活動が注目されるように

なってきているのだ。  
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 ストリートアントレプレナーの活動事例  

   

 富士吉田に下吉田西裏エリアというスナック街があるが、ここの再生にもストリートアントレプレ

ナーたちが関わっている。このエリアは、かつて繊維業が盛んで、「ガチャッとひと織りすれば 1

万円儲かる」ともいわれたガチャマン景気で儲かっていた。それでどんどん飲み屋が増えたが、

繊維産業の衰退とともに一気に衰退した。しかし昔の建物がいい感じの風情で残っていて面白

い。ボロボロの建物をストリートアントレプレナーが安く借りて、自分で内装工事もやって綺麗に

して飲食店や外人向けゲストハウスなどを自分でやる。あるいは人に貸し始めた。すると「日本

らしい」「懐かしい」などといって外人観光客が集まるホステルが出来上がった。するとホステル

では食事が出ないので、地元のレストランに食べにくる。それを見たよその土地出身の若者たち

が注目し始める。こうして西裏地区のうらびれたスナック街が外人観光客や若者たちの間で「昭

和レトロ」で「ノスタルジック」な佇まいとして注目を集めていったのだ。そこに市役所や観光協会

なども応援し始めて歩き方地図を出したりイベントをしたりする。そしてついに「新世界乾杯通り」

という新しいネーミングをされたエリアにもなった。一見うらびれてはいるが、一つ一つの店を見

るとリノベされていてオシャレで面白いエリアだ。ここは大手デベロッパーや行政が主導したわ

けではない。少しずつオーガニックに変わりつつある事例だ（ストリートアントレプレナーの内外

各地の活動事例としては長崎市の花広場や東京・高円寺の小杉湯などいろいろあるが、これら

については、次回のニュースレターで詳しく紹介する）。  
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 ストリートアントレプレナーの活動事例 

 

 成功の秘訣は何か？  

 ストリートアントレプレナーが成功するためには、何よりもまず対象となる不動産（建物、あるい

は土地）が必要になる。できれば古民家や緑が豊か、あるいは風情ある建物がいい。以前お店

だった建物なら歴史や由緒などの物語性やアート性も欲しい。あとはその物件を貸してくれる大

家を動かす熱意、よそ者を受け入れてくれる地域の理解、そして SNSによる発信能力が重要

だ。  

最初に目をつけるべきは空き家。最低限のリノベーションコストで使えるかどうか、その場所で

事業が可能かの見極めが大事だ。都会の場合は、駅から 10分以内がいい。なるべく急行が止

まる駅がいい。急行が止まる駅は鉄道の利便性が高く、人が歩いて地域を回遊する。物件選び

では素敵なたたずまいかどうか。古び方がいい感じのアートの香りがする物件であること、ぼろ

いからかっこいい、という発想にかなうかどうか。わざわざその店を見に来る、買いに来る、食べ

に来る。そのための文化価値を空間の力と物語で提供できることが必要だ。  

場所を借り、事業を始めるという「ディール」が実現するためには、本人の熱意が大事。オーガニ

ックな再開発に向いているはずの土地でよくみられる課題は、地主が土地を貸したがらないとい

う現象だ。地主が土地以外にも資産を持っていると（例えば愛知県刈谷市など、大企業の経済

活動から恩恵を受けられる地域）お金に困っておられない。そのため空き家を放置したり、コイ
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ンパーキングにしてしまう。地主を動かす、口説く力は、ストリートアントレプレナーに必須となる

だろう。  

重要なのは地域を活性化したい、自分の夢を実現したいと心の底から語る熱意だ。プレゼンテ

ーションや厳密な収支計画ではない。一般のスタートアップ起業でも事業が儲かるかどうか定か

でないタイミングで投資家を口説く。大家さんを口説くのは実は企業を口説くのと同じ作業なの

だ。  

ベンチャー企業に投資するエンジェル投資家はもちろん事業の成長に期待しつつも、その人の

熱意と実行力に投資する。ストリートアントレプレナーに場所を貸す地主や大家さんも同じだ。彼

らからすると「貸さなくていいものをあえて貸す」という話だからだ。熱意とフィロソフィーが重要と

なる。また、熱い思いで始めた事業であれば、お客さんも協力して盛り上げてくれるだろう。そう

いう意味ではインターネットを通した発信は極めて大事。商業は以前であれば立地選択、つまり

イオンモールなど集客力のある施設に店舗を出すことが成功要因だった。しかし、今や立地より

も発信力が重要で、SNSでバズったり、検索エンジンで上位になることが集客への近道になる。

その際には画像や動画が威力を発揮する。その場の雰囲気やアート性を視覚や聴覚で訴える。

そして大事なことは来てくれたお客さんが生の声でインスタなどに投稿してくれることだ。最近の

消費者は広告宣伝を信用しない。そんな中で来てよかった、買ってよかった、おいしかったとい

う笑顔の投稿は極めて重要となるのだ。  

  こうして大家さんを口説き、お客さんに愛され、リピートが積み重なりいい循環に入ればその

店や地域がやがてブランドになり、人が集まりお金も回りだす。このプロセスは普通の起業家と

同じだ。顧客が求めるものを提供するから事業が栄えて儲かる、という仕組みは全く変わらない。

しかしストリートアントレプレナーの場合は小さな店で始まった動きを周辺に波及させていく。な

ぜなら店の様子は地元の人々の目に見えるからだ。例えばさびれた洋品店が改装されパイの

お店になってお客が行列を作る。その変化に衝撃を受ける。それで周りにも同じ動きが伝播す

る。それで地域の集客力がさらに強くなり、各店の事業の永続性も保証される。こういうプロセス

を周りに仕掛けていくのが実はストリートアントレプレナーの醍醐味だろう。そういう意味ではスト

リートアントレプレナーは必然的にソーシャルアントレプレナー（社会起業家）でもある。そして地

域のチェンジメーカー（変革のマネージャー）でもあるのだ。 
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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！？ 

2021/08/20 15:24 

 

見えない物を見よう 

 

目次 

• アート＆デザインの重要性。岩手県紫波町の町おこし 

• イオンに行く人はオガールにも来るのか？オガールに人は何を求めているのか 

• 官民がオーガニックに連携したプロジェクトとしての面白さ 

• 地域の事業が収支的にも回る訳。キモは投資分岐点の圧倒的な低さ 

  

このニュースレターでは、今、ホットなテーマになりつつあるストリートアントレプレナーについて

数回にわたり紹介していく。ストリートアントレプレナーは、いわゆるアントレプレナー（起業家）の

一つの形態のこと。起業家というとシリコンバレーのハイテク企業や IPOで大金持ちになる等の

印象が強い。しかし彼らの目的は衰退した商店や住宅をリノベーションしてシェアオフィスやホス

テル、ショップにする。それを通して街を元気にする。短期のうちに会社を成功させ一獲千金を

めざすものではない。彼らももちろん事業では儲けるが、それだけでなく仲間と共に町全体を変

えていく。いわば等身大の起業家なのだ。彼らは自分の手が届く、身近な地域にピントを合わせ

ていることが特徴だ。一般的な起業家はゼロから社員を集め、売り上げと利益をドライブに頑張

る。でもストリートアントレプレナーは最初から地域とつながり、自分の事業だけでなく、周辺の

店舗や施設の成長をいつも考えている。周りも発展させることで街全体を活性化させ、ビジネス

の持続性を担保していく。このように、ストリートアントレプレナーは地域で事業を展開する起業

家の顔を持ちつつ、地域活性化の担い手でもある。 

 今、ストリートアントレプレナーに注目すべき理由は、大きく二つある。まず一つ目の理由は、

社会課題となりつつある空き家増加による住宅地の「スポンジ化」や空き店舗の増加による「シ

ャッター通り」に対応する最も有力な手立てが彼らの活躍だということ。二つ目の理由は、「ストリ
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ートアントレプレナー」としての生き方が、社会に貢献しながら自らビジネスを展開する一つの選

択肢になりうるということだ。 

 ちなみに、アートやデザインの要素も、ストリートアントレプレナーの活動の成功要素として欠

かせない。今回は町役場発のプロジェクトとして始まりつつも、外部のストリートアントレプレナー

たちが集まり、アートやデザインをうまく活用し、地域活性化につなげている岩手県紫波町のオ

ガールプロジェクトを紹介したい。 

 

 アート＆デザインの重要性。岩手県紫波町の町おこし 

  前回のニュースレターでは、ストリートアントレプレナーの活動のきっかけとして不動産の重要

性について説明した。不動産選びの基本は従来は立地、特に駅からの距離だった。しかしストリ

ートアントレプレナーの場合は風情のある街並みや古民家、緑が豊かな場所を薦めたい。これ

は土地の空気感や雰囲気の活用が集客と事業活性化にとって重要だからだ。紫波町を紹介し

たい。 

 

 紫波町はオガールプロジェクトを展開し、大成功を収めている。これは、かつて町が取得した、

活用されていなかった土地を再開発する官民連携のプロジェクトだ。ここは、盛岡駅から電車で

約 20分の紫波中央駅の駅前にひろがる施設だ。面積は約 10ヘクタールで図書館、役場、フッ
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トサル場、アリーナ、ホテル、産直市場、飲食店などからなる複合公共エリアだ。オガールプロジ

ェクトが立ち上がってから、周辺地域の地価は上昇に転じ、また、人口も相対的に見ると流出が

とどめられている。（この事例についてはさらに私の Yahoo News もあわせて参照してほしい。

https://news.yahoo.co.jp/byline/ueyamashinichi/20201012-00202458） 

 

 オガール紫波の建物は、木造、低層で統一され、すべてに統一的なデザイン監修が入ってい

る。施設内の薪の配置やインテリアなど演出が効いていて北部ヨーロッパに行っているかのよう

な雰囲気に浸れる空間を提供している。おしゃれな雰囲気、空間が人を引き付けるというのは

万国共通だ。 

イオンに行く人はオガールにも来るのか？オガールに人は何を求めているのか 

 

  オガール紫波には土日になると県外からも家族連れが遊びに来る。盛岡はもちろん、あちこ

ちから来る。彼らはもちろんイオンにも行く。しかしオガールの様な場所も大好きだ。イオンでは、

効率的に日常消費材を購入する。一方、オガールに来たら素敵なデザインやアートに囲まれて、

その雰囲気を消費する。これは東京の人が代官山の素敵な小物屋さんや中目黒の路地蔵のカ
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フェを訪れるのと同じだ。消費者は機能の消費だけでなく、文化の消費も求めている。多くの若

い方々がオシャレなカフェに入る理由は、コーヒーを飲みたいからだけではないはずだ。文化へ

の消費欲はどこの街でも確実に広がっている。 

 オガールプロジェクトの場合は、多くの地域再生を手掛けてきた清水義次さんがアート・デザイ

ン面で徹底的にプロデュースした。町が開発費用を負担し、駅前の広大な敷地を楽しいコミュニ

ティスペースにした。これがブレイクしたことで有名になり、そういった街づくりを学びたいという

学生が集う場所にもなった。それが紫波町の名前を全国に知らせるきっかけになり、地域おこし

協力隊などに若くて元気な学生たちが応募してくれた。それがさらに駅から歩いて 15分ほどか

かる旧市街地でのストリートアントレプレナーによる街づくり事業へと飛び火している。 

 

この下の写真は旧市街地の商店街に古くからある靴屋さんの軒先の笛吹き少年のオブジェだ。

紫波町の旧市街地は、このようなレトロなたたずまいが好きな人にとってたまらない街並みだ。

岩手が生んだ世界的な物語作家宮沢賢治の世界観を彷彿させる街並みが若者の人気を呼ぶ。

ほんの数年前までは忘れられていた街並みが今、注目を浴び始めている。ストリートアントレプ

レナーたちが参画してきて、店を開き、シェアオフィスを始め、地域活性化を官民が推進する事

例になっている。中でも人気は昔の美容室を改装したペイストリーショップである。何とも懐かし

い雰囲気を醸し出し、休日には他県からも人が来て、アップルパイを求めて行列になるほどだと

いう。 
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気のアップルパイ屋さん 
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 官民がオーガニックに連携したプロジェクトとしての面白さ 

 オガールのプロジェクトのユニークさは、当初は町が主導で始めたプロジェクトである点にある。

官主導だとありきたりのハコモノを設置して終わるプロジェクトになりがちだ。しかしこのプロジェ

クトは徹底した民間企業との連携、アート・デザイン性の重視、木造住居へのこだわり、低コスト

の開発など、およそ従来の行政にはありえなかった要素を町が徹底的に取り入れた。その結果、

大成功して注目を浴びた。オガールの場合はさらに駅前のオガールプロジェクトの立ち上がりに

影響を受け、ストリートアントレプレナーが旧市街で事業展開を始めたことにある。 

 ストリートアントレプレナーの活動の本質はオーガニックな拡散や成長なので、きっかけはどこ

からでも良い。民間ディベロッパーにとってはビジネスとしては小さすぎる案件だが、ストリートア

ントレプレナーの目から見ると面白い物件は山ほどある。木造・低層でリノベーションのしやすい

物件はどこにもある。ちょっとした勇気とアートのセンスがあれば起業が出来、費用対効果も見

合う事業があちこちに多くある。ちなみに大手ディベロッパーや行政の大型プロジェクトは、用地

買収がプロジェクトの展開の制約となる。内容も、一般的にコンクリート造りで高層化し、駐車場

も含めた開発とする事例が多い。そうしたものは一見、華やかだが、一部の立地でしか成功せ

ず、また車依存なので結局歩いて楽しい街にならず、飽きられる。それに比べると、ストリートア

ントレプレナーは極めて軽快に動ける。 

地域の事業が収支的にも回る訳。キモは投資分岐点の圧倒的な低さ 

  今回はオガール紫波のオーガニックな発展パターンを紹介したが、そもそも地方都市でどこま

で事業が成り立つのか疑問を持つ人もいるだろう。心配は無用で、今の日本では、地方でも都

市圏でも消費者はニーズはほぼ同じだ。地方のさびれた商店街でシェアオフィスが成り立つか

と思うかもしれない。しかし、紫波町は盛岡に通う人にとってはベッドタウンであり、流山や春日

部の人たちが東京に通うのと同じ構造だ。家には家族がいると仕事に集中できない、通勤には

1時間かかる、となるとシェアオフィスニーズは存在する。一方で、初期投資と家賃は安い。客の

入りは東京に比べてまばらでも、事業収支的には大丈夫だ。例えば、古民家が家賃が 1万円も

しないで借りられる。一日お客が 5人来てくれれば収支は成り立つ。とにかく収支分岐点が低い。

さらにありがたいのは、近所の住人のサポートだ。あっという間にお互い顔見知りになって、ご

近所が事業に興味をもって支援してくれる。要らなくなった家具をくれたり、工事を手伝ってくれ
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たりで事業展開の負荷が低くなったりする。だからシェアオフィス事業は、一見都会オンリーのよ

うに見えて地価がある程度安いところならどの地域でも成り立ちやすいビジネスモデルだろう。 
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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！？ 

第三回 

2021/08/30 19:56 

 

見えない物を見よう 

 

目次 

• ストリートアントレプレナーの活動事例に見る「理念、共感、連携」 

• 社会要因①：駐車場は「オニヒトデ」！？ 

• 社会要因②：資本・資金提供がなされる環境を整える 

• 最後に：ストリートアントレプレナーは新しいキャリアの選択肢か？ 

  

このニュースレターでは、今、ホットなテーマになりつつあるストリートアントレプレナーについて３

回に分けてご紹介している。ストリートアントレプレナーは、アントレプレナー（起業家）の一つの

形態のことである。起業家というとシリコンバレーのハイテク企業や IPOで大金持ちになる等の

印象が強い。しかしストリートアントレプレナーの目的は衰退した商店や住宅をリノベーションし

てシェアオフィスやホステル、ショップにする。それを通して街を元気にする。短期のうちに会社

を成功させ一獲千金をめざすものではない。彼らももちろん事業では儲けるが、それだけでなく

仲間と共に町全体を変えていく。いわば等身大の起業家である。彼らは自分の手が届く、身近

な地域にピントを合わせている。一般的な起業家はゼロから社員を集め、売り上げと利益をドラ

イブに頑張る。一方、ストリートアントレプレナーは最初から地域とつながり、自分の事業だけで

なく、周辺の店舗や施設の成長を目指す。自社だけでなく周りも発展させることで街全体を活性

化させ、ビジネスの持続性を担保していく。このように、ストリートアントレプレナーは地域で事業

を展開する起業家の顔を持ちつつ、地域活性化の担い手でもある。今、ストリートアントレプレナ

ーに注目すべき理由は、大きく二つある。まず一つ目の理由は、社会課題となりつつある空き

家増加による住宅地の「スポンジ化」や空き店舗の増加による「シャッター通り」に対応する有力

な手立てが彼らの活躍だということ。二つ目の理由は、仕事の目的ややりがいが多様化する中
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でストリートアントレプレナーとしての生き方をキャリア選択肢として選ぶ人が増えている事が挙

げられる。  

今回は、ストリートアントレプレナーの活動事例を紹介し、環境要因やキャリアとしてのストリート

アントレプレナーについても見ていきたいと思う。 

 

 全国のストリートアントレプレナー事例の一部紹介 

 

 

 ストリートアントレプレナーの活動事例に見る「理念、共感、連携」 

ストリートアントレプレナーの活動が成功するためには、「理念、共感、連携」の三要素が必要だ。

「理念」あるいは目的とは、「昔の商店街の賑わいを取り戻したい」、「祖父の時代の店のにぎわ

いを再現したい」、など何でも良い。しかし、なるべくいろいろな人に活動の意義を訴求できるも
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のがいい。例えば街角の廃屋をリノベーションしてシェアオフィスとカフェを作るプロジェクト。ノマ

ドワーカーの支援が主目的であっても、廃屋が手入れされることで周囲の環境が改善したり、夜

の人通りができて防犯上安心になる、といった効果の広がりを感じさせる方がいい。特に大事な

のは、地域コミュニティの人たちに、活動の理念に共感し、連携してもらうことだ。彼らに訴求し

ていくためには、抽象的なお題目ではなく、建物や場所など、フィジカルに理念が具現化されて

いる「モノ」があった方がいい。それを視るたびに共感が醸成されていく。もちろんインターネット

を活用した発信も必須だ。 

ニューヨークの「HIGH LINE」プロジェクトは、廃線となった貨物鉄道線の引き込み線路をストリー

トアントレプレナーが再開発した事例だ。1980年以来使われてなかったこの廃線跡の区画を、

沿線住民であったジョシュア・デービッドとロバート・ハモンドの二人の活動家が主導して空中庭

園に変えた。この公園には、クラシックな線路・鉄筋構造と、廃線後に生えてきた様々な植物に

マッチするようコーディネートされたベンチやステップなどが設置されている。現在は市民の憩い

の場としてだけでなく、アート展示やライブパフォーマンスを行う場として、ニューヨーク最先端の

情報発信地としての色合いも持つ公園となっている。二人は廃線を市民の憩いの場として再生

するという熱い理念を持っていたが、最初は、清掃活動など地道な活動から始めた。その一方

で、「フレンズオブハイライン」というNPO法人を1999年に設立した。やがて彼らに共感した周辺

住民が手伝い始め、事業者の金銭的支援も得る。次第にニューヨーク内外のセレブリティや、市

とも連携し、支援を受けるプロジェクトになった。そして「HIGH LINE」はついに 2009年に市営公

園として開設され、その後も開発が継続されている。 
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https://www.thehighline.org/ 

  

 日本国内の事例も紹介しよう。長崎市東琴平町で展開されている、「花ひろば・琴平小径」プロ

ジェクトは、ニューヨークの「HIGH LINE」プロジェクトと似た性質のプロジェクトだ。この地区は人

口流出と住民の高齢化が進み、空家・空地問題も深刻化していた。このプロジェクトでは、長年

放置されていた空地を有効活用して地域活性化につなげた。空地が増えると景観が損なわれ、

治安も悪化する。そこで地主から依頼を受けた自治会長の鮫島氏が音頭を取り、自治会のメン

バーと共同で定期的に草刈りや清掃を行うようになる。活動を続ける中でメンバーから場所の
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活用手法についてアイデアを得て、地域住民が運営するコミュニティスペースにと発展させてい

った。「花ひろば・琴平小径」は、地域住民だけでなく通りかかった人も楽しめる空間だ。イベント

を同地区外の住民にも開放し、コミュニティを活性化させるなどインクルーシブな運営を心掛け

ている点も素晴らしい。 

次は東京の事例である。高円寺にある「小杉湯」は、1933年（昭和 8年）創業の老舗の銭湯だ。

その隣に「小杉湯」が所有するアパートがあった。ここは取壊される予定だったが、予定日よりも

だいぶ前に立ち退きが完了した。そこで小杉湯 3代目の平松氏は取り壊しまでの空き家を活用

すべく、、「小杉湯」のヘビーユーザーでもあった建築家の加藤氏に相談した。加藤氏は銭湯の

あるクリエイティブなアパートにする提案をした。そのコンセプトは、取壊される前のアパートにミ

ュージシャン、イラストレーターや建築家などが住んで、コラボレーションしながら銭湯を活用し

て自分のストーリーを表現していくというものだった。2021年 3月に開業した「小杉湯となり」はこ

の実験をもとに創られたコミュニティスペースだ。1階はオープンなカフェスペース、2階はのんび

りした畳敷きの休憩スペース、3 階はプライベートな間取りになっていて、小さなイベントもできる。

2階から上はコワーキングスペースのように利用時間ごとにお金を払って使うこともできる。 

「小杉湯となり」は「銭湯ぐらし」という会社が運営しているが、ここは銭湯と同様に、住民が生活

の一部を持ち寄り、地域コミュニティのハブとして運営していく取り組みだ。この会社は取り壊し

前のプロジェクトを主導していたメンバーたちが設立した。メンバーはコミュニティ活性化の理念

に賛同した 20代から 80代までのメンバーだ。現在はコロナの影響でサービス提供を近隣住民

に絞っているが、今後の更なる展開が期待される。 
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社会要因①：駐車場は「オニヒトデ」！？ 

ここで、ストリートアントレプレナーの活動を成功させる条件について 2点ほど考えてみたい。第

一は、車との折り合いの付け方だ。現代の車社会では、地方になればなるほど車で移動する人

が多い。それにつれて駐車場が増え続け、やがてサンゴ礁のオニヒトデのように町を浸食して

いく。ついには、駐車場ばかりになり、商店街の賑わい自体もなくなっていく。「車は止められる

がそこに行く用事がなくなる」というシュールな光景すら目に浮かぶ。 

日本では、車の乗り入れ制限は町づくりの長年の課題だ。鎌倉や京都などで何度も議論されて

きたが、時間を限った歩行者天国を除くと実施できた場所はあまりない。 

しかし最近は、車が入り込めない場所や駅から近いけれど道が狭いような場所ほど小さな店が

集まり、にぎわっている。東京でも小田急や東急沿線など郊外にそういう町が多い。西麻布、代

官山から恵比寿にかけての最近の発展も、道が狭くて徒歩で楽しめる趣深い町であるがゆえだ

ろう。「小杉湯となり」も、近隣は昔からの住宅地だった。そぞろ歩きにはセレンディピティの要素

がある。今はインターネットでお店を探してもらえる環境さえ整えれば、商業でも顧客は獲得でき

るので、車のアクセスにこだわるべきではない。思い切って車の乗入れを規制してみたらどう

か。。 

 社会要因②：資本・資金提供がなされる環境を整える 

社会全般、特に地域の土地持ちなどの資産家層にはもっとストリートアントレプレナーの活動を

支援してほしい。ジョン・ロックがこう言っている。「土地の所有者がその土地を使わず放置する

なら他の人に使わせるべきだ」と。有限の資産である土地は公共のものであり、所有者が使わ

ない土地を放置するのは悪、というディシプリンは今でも正しい。地主は使っていない土地を人

に貸す、それが地域に生きる者の義務だという意識を持つべきだろう。 

また、行政もストリートアントレプレナーを支援してほしい。例えば NYのハイラインプロジェクトは、

最初は有志がお金を出し合って始まった。次に続いたのは市民と周辺の企業だった。米国では

こうして市民や企業のファンディングが集まると民意がそこにありと考え、行政もマッチング・ファ
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ンド（同額を上乗せすることが多い）を提供し始める。ハイラインはこうして官と民の連携でニュ

ーヨークの一大再開発プロジェクトに育っていった。 

 最後に：ストリートアントレプレナーは新しいキャリアの選択肢か？ 

ストリートアントレプレナーというのはプロフェッションであり、ライフスタイルである。地域コミュニ

ティと密着して活動するストリートアントレプレナーは、実は江戸時代の「百姓」と似ている。ここ

で言う百姓とは、けっして士農工商の下の方にいる人という後ろ向きの意味ではない。百姓とい

うと田畑を耕すイメージが強いが、実のところは文字通り百の仕事をする人だった。田畑を耕す

傍ら、農閑期には行商に出たり、草鞋づくりをする人もいた。読み書きを教えたり、土木工事や

治安維持を支援する人もいた。要するに百姓は、いろんな仕事を合わせてやっていた。ストリー

トアントレプレナーも、小さなショップを開きながら、別途、ネットビジネスを運営したり、兼業農家

として農業を営んでいたり、役所でアルバイトをしたり、いろいろだ。コミュニティ内での付き合い

が増えると人付き合いのネットワークがどんどん広がっていく。こうしたストリートアントレプレナ

ーの生き方は、都会のビジネスピープルとは対照的な生き方かもしれない。しかし、ベンチャー

の経営者たちにはとても似ている。彼らもベンチャーのコミュニティの中でネットワークを作り、助

け合って生きている。また、ストリートアントレプレナーの多くは一つの収益源だけに依存しない。

分散させることでバランスを保ち、無理がない。金銭的なキャピタルと、ソーシャルキャピタルを

足して労働から得られる対価として考えてみると、都会の会社員勤めよりも人生の充実度合い

は高いのではないか。 

ストリートアントレプレナーの活動を支援する層のお金に対する考え方も面白い。大企業で勤め

上げた人や、地域で資産を持っている人は、十分なストックを持っていて、ゆったり生活できてい

る。こうしたゆとりのある人たちが、何か「やること」を求めてストリートアントレプレナーと連携す

るケースが増えている。彼らはベンチャーを助けるエンジェルに似た存在だ。リタイア層に対して、

ストリートアントレプレナーが生きがいを提供してくれるという見方もできる。 

ストリートアントレプレナーは、文字通り「ストリート」をプロデュースし、ゆっくりではあるがオーガ

ニックに地域と事業を成長させていく起業家だ。地域の人たちにやる気を起こしてもらい、時に

はプロジェクトのリスクを一緒に取ってもらうように迫る。そういう意味では、おだやかな存在だ

が改革者、いや革命家的な仕事でもある。もしかすると公務員になって都市計画を担当し、なか
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なか進まない用地買収の交渉をやるよりも面白い仕事になるかもしれない。お金稼ぎだけが人

生の目的ではない、地域を活性化することで生きがいを感じたい、と考えている方にとってはこ

ういうキャリアも良いのではないか。 

  

 

※このトピックに興味を持っていただいた方に、おすすめの書籍リストをご紹介したい 

『タクティカル・アーバニズム』（泉山 塁威他） 

『Public Hack 私的に自由にまちを使う』（笹尾和宏） 

『アーバニズムのいま』（槇文彦） 

『まちづくりの発想』（田村明） 

『アメリカ大都市の生と死』（ジェイン・ジェイコブス） 

『クリエイティブ都市論』（リチャード・フロリダ） 

『発展する地域 衰退する地域』（ジェイン・ジェイコブス） 
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〈第１回〉 2050年のポスト資本主義の姿を考える 

―俗説を疑い、古典を読めば未来は洞察できるー 

2021/09/13 19:56 

見えない物を見よう 

 

 

今月のニュースレターは３回にわたり、2050年のポスト資本主義の姿」を考えたい。だが、未来

のことは誰にも分らない。うんうん考えても何も見えてこない。いきなり「2050年どうなるだろう」と

考えるのは「洞察」ではなく「憶測」だ。洞察とは今起きている事象についてクリティカルな視点で

解析し、過去からのつながりを理解した上で未来を読み解いていくプロセスだ。ならばどうやって

「洞察」すればいいのか。ヒントは実は身の回りの俗説と古典にある。 

  

〇米国知識人は米中対立が洞察できなかった 

例えば今日の米中新冷戦時代の到来を米国の知識層は洞察できていなかった。これは中国を

帝国主義の餌食になったアジアの発展途上国と捉えていたが故の失敗だ。もしそうなら豊かに

なれば人々は衣食住や経済に飽き足らず、必ず自由と民主主義を求めるはずという「洞察」が

当てはまったはずだ。だが中国はかつて明の時代に極めて自由な競争社会を経験し、その後

は清の時代に形式主義、儒教的官僚主義に陥って植民地化しただけだった。 

つまり先進国の行き詰まり、没落の姿が清朝末期の中国であり、人々は単に私利私欲の追求

に走った。これに懲りて中国は共産党のもとで秩序形成に走ったわけであり、経済開発のため

に便宜的な独裁をやっているその辺の新興国とは本質的に違うのだ。あえていうと宗教戦争後、

１７世紀欧州の国民国家の形成にもにた秩序形成の手段が共産中国であり、それを西欧型の

国民国家、民主主義国家に育てるという考え方そのものが理解されない。これが例えば筆者が

考える一つの洞察である。これが学術的、理論的に正しい洞察かどうかはさておき、米国人は

読み間違えた。私は２０年前から「中国は豊かになれば民主化する」という米国人の洞察は危な

い俗説だと思っていたし、俗説批判を通じて、今日の米中対立をある程度予測していた。 
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 〇俗説に対しては。まず天邪鬼になろう 

それでは俗説とは何か？世の中には広く流布するストーリーがある。例えば「温室効果ガスの

せいで異常気象が続いている」「中国製の半導体にはスパイウェアが入っている」といったスト

ーリーがある。これが俗説だ。いずれも真偽のほどは不明だ。しかし人々の関心事にまつわる

逸話でありテーマとしては重要だ。だから広く流布する俗説は少なくとも次の時代を作る課題に

即している。だから広く流布され始めた俗説を見つけたらこれに絡み、いじってみると洞察力は

磨ける。まずは俗説＝ポジショントーク、つまり誰かが利益を得るための誘導的ストーリー、ある

いはポジショントークではないかと疑ってみるといい。その俗悦が広がると誰が得をするのか。

俗説が間違っているとしたら逆に本質は何か、を考えてみるといい。たとえば温室効果ガスが問

題視されると潤うのは風力発電や太陽光発電の機材メーカー、あるいはひょっとしたら植物肉

のベンチャーかもしれない。「牛のげっぷから出るメタンガスが危ない。だから地球を救うには意

外に牛を食べるのをやめて大豆肉を食べるとよい」といった話は天邪鬼的に眺めてみると怪し

い感じがするだろう（本当に真実かどうかは本稿では検証しない）。ともあれ俗説は洞察力を磨く

上で格好の練習台だ。まずは疑ってみるといい。 

具体的にはミルフィーユの皮をはがすように俗説を支える前提条件を疑ってみる。本当に温室

効果ガスは CO２よりもメタンが危ないのか。メタンは牛のげっぷが主要要因なのか。所得が伸

びる途上国では牛の消費が伸びているというのは本当かなどチェックポイントはいくらでもある。

実際に調べてみたら牛は高すぎて人口爆発の途上国ではあまり食べられない。手っ取り早いの

は養鶏場の建設であり、現にニワトリの消費が世界中で伸び、牛肉の消費は伸びていない。だ

ったら牛肉消費をやめても先進国でしか効果は出ない。先進国ではもともと高齢化等で牛の消

費は伸びにくい。ならば植物肉に変えてみても地球環境に与える影響は微々たるものだとわか

る。 

 〇実は古典を読むと未来が洞察できる。 

1回目のレターでは、洞察力がどういうものかについて紹介していく。2回目のレターからは、慶

應義塾大学 SFCのゼミ生と取り組んだ研究をもとに、平安時代の貴族のライフスタイルの中に

実は２０５０年の未来の生活スタイルを洞察できるという話をしたい。未来洞察と言えばすぐにハ

イテクが切り開く明るい未来・・という話になる。だが、これこそ俗説の最たるものだ（と、まずは
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天邪鬼になる）。そして技術や経済といった下司なものではなく、未来は文化が形作ると考えて

みる。なぜならベネチアも中世中国も文化力で地域がまとまった。日本も実は天皇が勅撰和歌

集というツールを通じて文化的に宮廷貴族たちと地方を支配し、文化で統治した時代があった。

古典に描かれたその洞察をもとに未来を考えてみたい（以上、予告編）。 

 〇裏読みを必要とする日本の高度な洞察力 

日本は西洋思想と東洋思想、前近代と近代が混ざっている潮目の様な国家である。我々は、民

主主義や個人主義、男女平等といった価値観で教育を受けている。会社でもメディア報道でも

それは前提とされ否定はできない。だが日常生活では同調圧力にさらされ、集団主義の風潮が

強かったり、男女差別が公然と残っていたりする。西洋的建前と東洋的現実が二重構造となっ

ている社会なのだ。資本主義も徹底していない。低収益のゾンビ企業が政府の補助金で生き残

り、そのおかげで失業率が低く、資本主義のネガティブ面が抑えられている一面もある。だから

ややこしい、わかりにくい。オトナの世界があちこちにあって建前で言われていることと逆のこと

がまかり通っている（博打禁止といいながらパチンコ屋さんに警察 OBが天下るのも一例）国で

ある。みなさんは会社でも西洋的建前を話しながら、内心で東洋的落としどころを探っていない

だろうか。 

 最近は Twitterのように匿名で本音を発信できる SNSが浸透した。少なくとも本音と建前の中

間領域位の表現はできるようになったが、世の中全体は二重構造の解消に至っていない。だが、

この様に複雑な社会で日本人は洞察力を磨いてきた。先の見えない時代、日本人の洞察力は

世界のなかでも有数の切れ味の鋭さを発揮していくような気がする。 

 「SDGs」の戦略的意味を洞察してみよう。 

洞察は、まず疑う事から始まる。メディアや会話でよく現れる俗説をまず疑う。現在であれば「デ

ジタル」「SDGs」「ダイバーシティ」などは分かりやすいキーワードだろう。わかりやすくて流布す

るキーワードは基本的には誰かが頑張って流してきてヒットしている。俗説の多くは何かを実現

すべく物事を動かしたい人が、なんらかの動機で発信していると考えるべきだ。だから誰が笛を

吹いているか、どういう人間のどういう動機かを疑うことがまず一つ目のステップだ。 

158 / 232



 「SDGs」は米中二極化に対抗する欧州の切り札 

例えば「SDGs」というキーワード。もはや企業も個人も否定できない時代の根本理念になりつつ

あるが、そうであるがゆえにそれを俗説と捉え、批判してみるといい。もちろん背景には地球温

暖化への対応という正当性がある。しかしそれを主導するヨーロッパの本音をもっと考えてみる。

EU諸国は、少子高齢化が進行し経済成長力も落ちている中、米中のようなイノベーションも

GAFAのようなプラットフォームも創出できていない。そういった社会的背景からヨーロッパは

「SDGs」というキーワードを発信して成長をつつける米中に対して「持続可能性」を打ち出し差別

化する戦略と見るべきだろう。第２に欧州はグリーン産業で先行する。環境関連産業に資金を

誘引するうえでも「SDGs」は便利だ。第３には米中の経済成長主義に対する文明的アンチテー

ゼとして、ヨーロッパ的な良心や人間中心主義を打ち出していると見ることもできる。このように

SDGｓはグッドウィルもバッドウィルもひとつのパッケージとなって「ハーメルンの笛吹き」的な渦

が生まれているのではないか。 

この例のように、洞察とは、現在起こっている現象からはやや引いた姿勢で向き合い、批判的な

視点で様々な側面から見てみる。その上で、誰が笛を吹き、誰が踊らされているのかを見極め

る。そのうえで乗るかそるかを考える作業である。 

 未来を洞察するためにも、古典を知る意義とは 

洞察のヒント、練習台は俗説批判なのだが、切れ味のいい洞察を得るヒントは古典に求めると

よい。古典とは、単に古い書物ではない。それが長年にわたって生き残ってきた過程を考えてみ

るといい。古典は長年にわたってその時々の人々に社会をとらえる新たな視点を提示し続けた

がゆえに読み継がれてきた。しかも当初は一世を風靡し、実際に社会を動かした。あるいは、そ

の未来洞察が現実となった。そのうえで時代が変わっても洞察を与え続けた。そのため現代で

も必読書として残っている。過去に構築された仮説やフレームワークが、歴史の中でバックチェ

ックされ、用いられ、淘汰される中で現代に残っているのが古典なのだ。 

例えば、カール・マルクスは『資本論』で「資本主義が社会を引き裂き、疎外を生み出す」という

洞察は現実となった。そして実際に革命国家ソヴィエトが誕生した。であるがゆえに読み継がれ

てきた。その後、ソ連は国家としては失敗に終わった。だがソ連崩壊から３０年近くを経て現在
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の社会・経済情勢を見ると再びマルクスの洞察の正しさが際立つ。ルソーの『社会契約説』はフ

ィクションに過ぎない。しかし、社会契約説をよりどころに民衆は感化され、フランス革命は大義

となり、やがて米国の独立に、そして今日の日本の民主主義に連なる。ルソーとフランス革命、

民主主義の登場は、予言が自己実現した一つの事例であろう。洞察は単なる脳内の妄想でし

かない。しかしそれで実際に人が動き、歴史が動く場合がある。だから洞察は未来を変える原

動力になる。だから洞察の質の高さが問われるのだ。 

Aspiration、Perspective、Inspiration 

世界を変えたい。会社を変えたい。未来を変えたい、という人は多い。そこで洞察力はどう役立

つのか。最初に来るのは洞察力、つまり Perspectiveではない。圧倒的に Aspirationだろう。

Aspiration とは、予言の自己実現のもとになる原動力だ。自らああしたい、こうしたいと湧き上が

る思いや情熱が最初にある。しかし現実は甘くない。自分を取り巻く環境は甘くない。そこで

Perspective、まさに洞察が必要になる。過去と現在の差の大きさにまずは注目する。そして過

去にだれもが常識だと思っていたことが崩壊し、想定外の流れが歴史を作ったことに学ぶ。その

センスで持って未来を洞察する。そしてその勢いで、つまり俗説を打破した自信と勢いで周りの

人々と Inspirationを求める。まず自分のAsapirationに沿って関連するメンバーを集める。彼らと

Perspectiveを共有し、お互いを刺激しあう。そこから生まれる着想、ひらめきがビジネスであれ

社会運動であれ、ことを成し遂げる原動力となる。 

考えてみると起業も改革も最初に「やりたい奴」があらわれる。その人は自分の Aspirationのも

とで Perspectiveを披露する。それがハーメルンの笛吹きの様に周囲を感化し、周囲の意見を

「インクルージョン」の大義の中に巻き込んでいく。するとそこに非凡な着想（Inspiration）が生ま

れ、人知を超えたパフォーマンスが実現していくのだ。 

このレターでは洞察力そのものについて説明した。次回は洞察力を活かして将来についての見

通しを構築した事例として、平安貴族のライフスタイルから洞察する 2050年の未来像を考えて

みたい。 

160 / 232



〈第 2 回〉「2050 年ポスト資本主義の姿」を洞察する 

～古典の未来洞察から、2050 年の未来像を構築する 

2021/09/24 19:29 

見えない物を見よう 

 

目次 

• 未来予測は外れる 

• 現在の未来洞察の４分類 

• 古典から導く信頼性の高い洞察手法  

• 古典から導く 4 つのステップ 

• ●第一のステップ（社会分析） 

•  ●第二のステップ（個人の欲求） 

•  ●第三のステップ（説明能力の高い概念） 

•  ●第四のステップ（非連続的思考） 

 

このシリーズでは「2050 年のポスト資本主義の姿」を題材に、未来予測の手法をお伝えしている。 

前回は、未来の「洞察」には「俗説批判」と「古典」にヒントがあると述べた。 

 未来予測は外れる 

未来というトピックは、常に人々の関心を集める。書店にはおよそ 300 冊の未来予測本がある。

技術や、社会の仕組み（民主主義、資本主義）を予測するものが多い。 

 もちろん未来予測はその通り実現するわけではない。物理学者ロード・ケルヴィンは 1895 年に

「『空気より重い』空飛ぶ機械は不可能である」と主張したが、その 8 年後にライト兄弟が有人飛

行に成功した。コンピュータが出始めた 1943 年、IBM の会長は「コンピュータの市場は世界的に

見てたぶん 5 台くらいだろう」と述べたが、現在のパソコン市場はご承知のとおりだ。 
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一方、2008 年のアメリカのサブプライムローン問題。スイスの国際経営開発研究所（IMD）が米

国モーゲージ市場の危機とその影響範囲を的確に予測していた。しかし、誰もが「世界の経済

成長は今後も続く」と考えていたため、金融危機は「想定外」で、危機発生の当初でも、深刻化

するとは考えられていなかった。そしてそれがゆえに、金融危機はより悪化した。 

現在の未来洞察の４分類 

今回、SFC の学生たちと 34 冊の未来予測本を分析してみた。 

その結果、これらの本は２つの軸で整理可能できるとわかった。一つは、個人の欲求、それとも

社会体制のあり方のどちらに主眼を置いているか。もう一つは、連続歴史観に基づくのか非連

続的な歴史観に基づくのか、である。非連続的歴史観とは、将来は今の常識とはかけ離れた前

提で展開するという考え方である。次の図を見てほしい。 

図１：現在の未来予測を整理した図 

 

上記の未来洞察の２軸を掛け合わせると、未来洞察には４分類があることがわかる。 

 第１は社会×連続的歴史観（58.8%）。これらの本は GDP や出生率、労働生産性など、近代国

家的なものさしに基づいて膨大なファクトを積み上げ、それらを元に現状分析を行っている。い

わばコンサル型である。 
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第２は社会×非連続的歴史観（14.7%）。民主主義や資本主義など現状の社会の制度疲労を指

摘し、個人の欲求にはあまり着目しない。 

第３は個人×連続的歴史観（23.5%）。技術が個人の欲求を肯定する。例えばデータ技術が個人

の思考や身体の能力を強化し人間はより幸せになると考える 

第４は個人×非連続的歴史観（3.0%）。「個人は何を求めるか」を歴史的な分析を元に決定し、

個人がそれぞれデータ技術などによって強化された新人類になるとする。 

となった。 

 これら４分類の未来洞察はどの程度信頼できるのか。もちろん今は誰にもわからない。しかし

過去に未来像を描いて成功した古典の洞察手法の正しさを検証することは可能だ。図１で用い

た２軸でルソーの『人間不平等起源論』と『社会契約説』やマルクスの『共産党宣言』、アダム・ス

ミスの『国富論』などをとらえ直してみた。するとどちらも、これら４分類よりもはるかに網羅的で

動態的な思考をしていたことがわかる。  

〈図２〉 

 

例えば、ルソーの『人間不平等起源論』と『社会契約説』はその後に誕生した民主主義（人民主

権）を予見した洞察だが、ルソーは 4 つのステップを踏んで、この洞察に至ったと思われる。 
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 ルソーは第１に、当時の社会の専制政治は多々の問題があると考えた。第２に、彼は個人に目

を向けた。当時、人間は生来的に不平等であり、専制政治は正当だと考えられていた。しかしル

ソーは、個人は基本的に自由だと説いた。第３に、それまでの分析をもとに、一般意思と社会契

約という新たな概念を提示した。そして第４に、自由な個人が全員一致の約束によって国家を形

成すべきだし、そこでは、個人は社会的には平等になるという未来像を導いた。 

古典から導く信頼性の高い洞察手法  

マルクスも同様のアプローチをとって、資本主義は共産主義に進化すべきだと説いた。いずれも、

まず歴史から得られる知見を土台に、現状の社会を俯瞰し、本質的な課題をあぶり出した。そし

て第二に、社会の仕組みだけでなく、個人単位の欲求のあり方に焦点を当てた。第三に、それ

らすべてに言及し、つなぎ合わせる新たな概念を提示した。そして非連続的歴史観に基づく未

来像を提出した。 

これら古典の名作と先ほどの 34 冊を比べると、後者はいずれも４つのうちの１つに偏っており、

いかにも視野が狭いことがわかる。 

とりわけつまらないのが、技術やデータが明るい個人の未来を創るという技術万能論、そして逆

に個人が抑圧されるというディストピア論である。いずれも視野が狭すぎる。また、今の延長で

中国がすごくなるとか、米国の衰退が、と単に吠える類の書籍も役に立たない。 

 現在の未来予測論の多くは、すぐれた古典と比較するとあまりにも抜けが大きい。より確実性

の高い未来洞察を行うには、より網羅的である古典にヒントを求めるとよい。  

 古典から導く 4 つのステップ 

 このように古典に書かれた未来予測の手法の方が、より動態的かつ網羅的で、すぐれた未来

像を導けるとして、次はそれにならって 2050 年の未来を予測し てみよう。 

 ●第一のステップ（社会分析） 

経済成長は打ち止め、近代国家モデルも限界を迎える  
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 まず、これまでの社会発展の歴史も見つつ、現代社会の本質的な分析と批判を試みよう。 先

進諸国の GDP 成長率、出生率は低下している。日本の場合、高度経済成長期に 9％ を記

録した GDP の平均成長率は、21 世紀に入ってから 1％にまで落ち込んでいる（図 3）。また、

1975 年以降、出生率は一定して減少している。労働力規模が再び高度経済成長期の水準に

戻ることはないだろう。海外諸国も同じだ。だから近代国家の発展を支えてきた前提条件が崩

れ、経済成長を基本とする未来は描けない（どこかの政党が「日本を取り戻す」と言っているが、

ありえない）。政府にとっても企業にとっても不都合な真実だが、「成長」はもう前提にしてはいけ

ないのだ。 

 

図３：日本の実質 GDP の対前年度増減率（％）  

 現代社会の根底にあるのは、近代国家のモデルだ。これを支える資本主義、民主主義が限界

を迎えている。トマ・ピケティやジャック・アタリがこれらの限界を証明している。ピケティは各国の

税に関するデータをもとに、富の格差が固定されることを証明した（『21 世紀の資本論』）。アタ

リは、グローバルな市場経済のもとでは、 ローカルな民主主義は機能不全に陥ると喝破してい

る（『21 世紀の歴史』）。 

民主主義を欠いた市場経済は、談合の横行、遊休生産設備の発生、金融投機行為の助長、失

業率の上昇、天然資源の無駄遣い、違法経済行為の横行、反社会勢力の拡大などを促す。こ
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のような世界にはマフィアやテロ組織が幅を利かせることになるが、それを取り締まる国家はす

でに弱体化している。 

  ●第二のステップ（個人の欲求） 

しかし、社会はこんなに不安に満ちていても、個人は現状に満足し、生活の質が上がっていると

感じている。（これも為政者にとっては不都合な真実かもしれない）。 

  高度経済成長期において、個人のしあわせは「良い企業に入り、安定した収入を得てお金を

稼ぎ続けること」であった。そして今、経済は停滞しつつある。その結果、個人は不満をかかえて

いるかというと、一部の人はたしかに困窮している。しかし全体としては、けしてそうでもない。コ

ロナ前の調査だが、野村総合研究所（以下 NRI）が行った「一万人生活者アンケート」（2018 年

度）によれば、個人はこれまで以上に自分の生活に満足している。そして、多くの人々が世間一

般の人と比べて、自分の生活レベルが上位に位置すると考えている。（図４） 

 

図 4 生活への満足度の上昇＆自分の生活の質がより高位だと感じる人の増加  

  

現代の個人は、「物質的にある程度豊かになった。これからは心の豊かさやゆとりのある生活を

することに重きをおきたい」と考えている（全体の６割）。そして人々が理想の暮らしに必要と考え

る要素は、次の３つに要約できるという（文化庁調べ）。  
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①仕事をしつつも、文化的な趣味に没頭すること 

②友達や恋人、家族などのつながりを大切にすること  

③IT 機器・サービスを利用して、利便性を追求すること  

 実際に、食に関する支出、交際費、レジャー活動に対する消費は継続して拡大傾向にある。 

 

 ●第三のステップ（説明能力の高い概念） 

社会と個人の関係はデータ・IT 技術のおかげで大きく変わりつつある 

 ここまで見てきた現代社会と個人をつなぎ合わせる概念を考えてみたい。 社会の経済成長は

限界を迎えており、現代社会を支える近代国家モデルも疲労している。一方で、個人は現状に

そこそこ満足し、自分の生活の質は高いと感じている。そしてもっとお金を稼ぐことよりも、文化

活動、つながり、利便性の追求を望んでいる。  

 現代の個人は社会のあり様にあまり興味がない。民主主義だの資本主義だのも面倒くさい。し

かし、人は1人では生きていけない。市場や社会との適度なつながりは欲しい。そこで IT技術の

出番となる。 

 このように、実質的な経済成長は打ち止めになっているにもかかわらず、あらゆるものが情報

化できるデータと IT 技術によって、個人は自らの生活に主観的には満足し、自分の生活の質

が向上していると感じているように思う。 

  ●第四のステップ（非連続的思考） 

さて、今後はどうなるのか。30 年先を見ると、意外にも平安時代に未来のヒントがあるのではな

いか。 

 「非連続的」だから積み上げ思考では次は見えないが、ここで、これまでの 3 つのステップをま

とめると、以下のことが導かれている。  
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 第１のステップでは、社会が経済成長の限界を迎えていること、近代国家モデルが制度疲労に

陥り、限界を迎えていることの２点を導いた。第２のステップでは、個人は現状の生活に満足し

ていること、 自分の生活の質は上がっていると感じていることを指摘した。その上で、人々は文

化的な活動にいそしむこと、友達や家族などのつながりを大事にすること、IT 機器・サービスを

利用して利便性を追求することの 3 つを求めていることがわかった。第３に、現代社会と個人

の欲求を同時に説明できる概念は、データ・IT 技術であり、今後もこのデータと IT 技術が社会

と個人の基盤となり続けることもわかった。  

 その上で、最後に、未来洞察の手法の第４のステップとして、現代の文脈から離れ、非連続的

な歴史観に基づく思考を試みたい。そこでは過去にヒントを求めるのだが、現代の常識という枠

組みから外れるために、産業社会以前へと目を向けたい。すると、表 1 にあげた社会と個人と

よく似た特徴を兼ね備える時代がみつかる。貴族たちの平安時代である。私たちの未来の姿は、

もしかしたら平安王朝の貴族の価値観や美意識の中にヒントがあるのではないか。 

 次回は、なぜ平安なのか、平安という時代から何を予測できるか、ということについて詳しく見

ていこう。 
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〈第 3 回〉「2050 年ポスト資本主義の姿」を洞察する 

～古典の未来洞察から、2050 年の未来像を構築する 

2021/09/30 19:05 

見えない物を見よう 

 

目次 

• 平安時代が 2050 年社会のヒントになる 

• 『源氏物語』から平安時代を洞察する 

• 1.    経済軸の不在 

• 2.    天皇制というメカニズムによる文治がなされていた 

• 3.   文化活動にいそしみ、教養を磨く貴族たち 

• 4.   つながり・共感を求める貴族たち 

• 5．すべての根底にある和歌 

• ●平安時代にみる未来 

• ●2050 年の社会を予測する 

• 1．文化が花開く 

• 2．近代国家モデルに代わる評価の仕組み 

• ●2050 年の個人 

o 1．労働の必要性がなくなり、自由時間が拡大する 

o 2．ひとりひとりのための「特注品」製作環境 

o 3．つながり・共感が大事になる 

• ポスト資本主義社会とは 

 

それではいよいよ「2050 年ポスト資本主義の姿」を平安貴族のライフスタイルを紐解きながら

考えてみよう。 

平安時代が 2050 年社会のヒントになる 

 平安時代は、実に 1300 年も前の時代である。なぜ、2050 年の未来像を考えるために平安

時代に立ち返るのか。一つは、現代社会の枠組みから外れ、非連続的な思考をするという目
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的のため。もう一つは、これからの日本人のライフスタタイルが、平安貴族に似ているからだ。

特にリタイヤした層は今でも平安貴族並みの生活をしている。すなわち、そこそこ清潔で豊か

で余裕のある生活をしている。食べるために時間を使う必要がなく、生きがいやりがいをビジ

ネス以外のところに求める。高齢化社会になるとこういう人はますます増える。平安時代と今

では、生活環境はかなり違う。しかし平安時代は 2050 年の生活がどのような方向に発展する

かを考えるヒントの一つにはなるだろう。前回のフレームワークで導き出した現代像と平安社

会を改めて比較してみよう。 

 現代と平安の要素の比較 

 

 平安時代の貴族には経済の心配はあまりなかった。庶民がすべての生産活動を担ってい

た。そして血縁に基づく天皇制という近代国家モデルとは異なった統治体制によって運用され

ていた。さらに平安貴族たちは、文化活動と己の教養を磨くことに一日の大半を費やし、他者

とのつながり・共感を非常に重視した。そのことが地位を安定させ、天皇との距離を決め、出

世や承認欲求の充足に直結した。そして、こういった平安社会と個人を支えるのは和歌であ

った。これはさしずめ SNS やメールに相当する。 

 『源氏物語』から平安時代を洞察する 

 平安社会と個人の状況は、『源氏物語』から読み取ることができる。『源氏物語』は平安中期

に成立した長編物語で、光源氏の恋愛模様を描いた話としてよく知られている。これは宮廷を

170 / 232



とりまく人間絵巻をよく描写し、実は優れた社会科学の資料にもなる。その 5 つの特徴につい

て説明していこう。 

 1.    経済軸の不在 

源氏物語の中では、貴族が金銭的な取引をしている描写は一切ない。光源氏をはじめとする

貴族たちは、荘園という私有地を経済的基盤にしていた。 

『源氏物語』の中には約 20 の荘園の記述が登場するが、荘園で働く農民たちも貴族の財産

で、荘園からは米や布、木材といったあらゆる生活物資を徴収することができた。光源氏らが

個人的に遠出をする場所は、みな近くに自分の荘園がある場所と決まっており、その荘園か

ら、衣食住の供給をはじめ葬儀などの行事に至るまで、すべての支援が得られた。 

貴族の経済は、荘園、すなわち農民たちによって支えられ、彼らは何をするにも貨幣につい

て心配しなければならない近代社会の人々のような暮らしを送る必要はなかった。 

 2.    天皇制というメカニズムによる文治がなされていた 

平安世界はもちろん天皇制で統治されていた。その原理は文治、即ち武士が出てくる前の時

代だ。高度な教養を持つ人物が尊敬され、政治の世界での出世もそれで決まった。その仕組

みの頂点には天皇がいた。天皇は宮廷及び地方社会まで支配を行きわたらせるために文化

を用いた。たとえば天皇は素晴らしい和歌を選びだして勅撰和歌集を編み、自身の後宮（文

化サロン）でも芸術や文学を奨励した。勅撰和歌集は四季などに始まる時代の規範をつくり

あげた。春に始まり冬に終わるという日本文化が強調する四季のサイクルも、勅撰和歌集に

おける和歌の並びによって練られたといわれる。そして後宮では、天皇の庇護のもと、才能あ

ふれる女房たちによって現代にまで残る作品が多く生み出された。『枕草子』も『源氏物語』も

後宮で生まれ、ひらがなの進歩、女流文学そして後宮の主である妃の地位向上に一役買っ

た。 
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当時、貴族たちは、天皇との繋がりを持つため、自分の娘に高度な教養を身に着けさせよう

とした。教養高い女性として呼び声が高ければ後宮に召し上げられる可能性がある。すると

本人はもとより、天皇の子供を産んだ女性の血縁一族は厚遇を得られた。 

このように、出世の鍵は才色兼備の娘をきっかけに天皇に近付くことであり、その基盤には文

化と教養をめぐる競争があった。平安時代は、市場競争や資本主義の替わりに天皇制のもと

で文化と教養が決めてとされた。 

 3.   文化活動にいそしみ、教養を磨く貴族たち 

 『延喜式 一陰陽寮』の記述によれば、貴族たちが仕事を行うのは朝から昼にかけて 4 時間

のみだった。それ以外はすべて自分の教養磨きや、文化活動に費やしていたという。文化活

動といってもただの道楽ではない。天皇制の文治システムの中で生き抜くには必須の道具だ

った。貴族の行動にはすべて細かな儀礼（プロトコール）が定められ、貴族たちはその儀礼を

踏襲していた。そして優れた文化人こそが、政治の世界でも出世できた。日常のコミュニケー

ション、恋愛でも文化は必須だった。恋愛の駆け引きはすべて和歌などの文化的素養がベー

スで、その洗練具合をみて、人々は相手を選んでいた。 

 平安貴族が文化活動を自由に行う基盤には、もちろん荘園の富と、その富で得た紙や香、

着物など特注品があった。富を使って、自分が望む品をつくらせた。 結果として、平安時代

の文化レベルは高まり、同時代の国々の中でも群を抜くものとなった。平安時代には世に名

高い『源氏物語』や『枕草子』などの作品が生み出されていたが、同じ頃のヨーロッパでは『ロ

ランの歌』や『アーサー王物語』などが成立していた。だが、これは伝承や歌謡がまとまったも

ので、誰か一人によって生み出された物語ではない。ヨーロッパに長編小説が誕生するのは、

300 年も後のダンテを待たねばならなかった。 

 4.   つながり・共感を求める貴族たち 

2、3 で述べたように、平安貴族の世界では洗練された文化・教養の持ち主が、日常、恋愛、

政治など、すべての場面で評価された。それでは、その「洗練」とはどのようなものなのか。 
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文化の価値は、いかにつながり・共感を得られるかで決まっていた。たとえば、『源氏物語』を

書いた紫式部は下級貴族の出で、本来であれば宮廷に上がることはできなかった。しかし、

彼女が執筆していた『源氏物語』が共感を呼び、評価され、多くの人々の間で読まれた。する

と、紫式部は宮廷に召しかかえられた。物語が多くの人々の共感を得たからこそ、紫式部は

身分や出自に関係なく評価された。 

このように、貴族たちは出世にも、恋愛にも、つながり・共感を得られる文化を必要とした。こ

うして勅撰和歌集に選ばれた和歌の詠み人は、政治的にも上位の役職につくことができた。

また人々は結婚相手を和歌や感性のすばらしさで選んでいた。平安世界では「つながりと共

感」は重要な鍵概念だった。 

 5．すべての根底にある和歌 

『源氏物語』には、合計795首もの和歌が詠まれている。登場人物同士のやりとりにはほぼ例

外なく和歌が用いられ、風景の描写すら和歌による。なぜ和歌がこれほどまでに詠まれたの

かというと、平安貴族の根底にあったものが和歌だったからだ。 

平安時代には「もののあはれ」という価値観が重視された。これは、「不変のものなど何もな

い、一瞬の美しさを尊ぶ」というものである。諸行無常などの仏教の無常観と、和歌が持つつ

ながりという本質が合わさって生まれた（和歌は、相手が存在し、返事が返ってくることを前提

とした文化である）。だから和歌がそこまで大事だとされた。 

 平安貴族たちは、一日を文化活動と教養磨き、つながり・共感を得るために費やしていたの

だが、その活動の根底にあるのが和歌だった。これはちょうと私達現代人の生活の根底に貨

幣があるのと同じといえよう。 

 ●平安時代にみる未来 

 こうした平安時代の貴族文化を手掛かりに、未来の日本社会の暮らしを考えてみたい。平

安貴族の荘園に相当するものは何か。AI・IT 技術だろう。おかげでモノやサービスが安く提供
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され、基本的な生活の質は保たれる。すると人々は経済活動の代わりに文化活動に時間を

費やし、共感を求めるようになる。平安時代の短歌と後宮（文化サロン）と同じく、現代人はま

すます SNS 上で発信し、サイバー上のコミュニティで他者と交流し、共感を得る生活にひたる

だろう。和歌に相当するものは何か。今は貨幣だが、未来社会ではデータの活用がその役割

をになう。 

 ●2050 年の社会を予測する 

2050 年の社会では経済成長よりも文化活動が重視されるだろう。また、金や権力よりも、他

人から共感され評価されることが人々の幸福度を高めるだろう。 

 1．文化が花開く 

 AI によって労働・雑務から解放されると、人々は文化・芸術活動にいそしむ。すでにビジネ

スの領域でも他者との差異化を図るための感性、美意識が重要になっている。例えば、スマ

ートフォン。当初、日本市場ではバッテリーの持続時間や画素の細かさ等、機能性が訴求さ

れた。しかし、今や機能は差別化要因にならなくなった。その結果、デザイン性とブランドへの

共感を前面に押し出した iPhone が再び市場の人気を得つつある。 

 政治の世界でも、ソフトパワーや文化が前面に出される。外務省は、日本の魅力を海外に

発信するため、ロンドン、ロサンゼルス、サンパウロの３か所にジャパン・ハウスを設立して、

日本文化を売り出そうとする。2025 年の大阪・関西万博も文化を日本のプロモーション軸とし

て前面に押し出す政府の姿勢の事例だろう。 

 人々の思考の変化と政府の姿勢を勘案すると、2050 年の日本は今よりもっと文化を重視す

る社会になるだろう。 

 2．近代国家モデルに代わる評価の仕組み 
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 平安の天皇制では洗練された文化を持つ者が評価され、出世した。2050 年社会でも共感・

つながりを得て他人から評価されることが、大きな価値基準となる。 

 共感の時代はすでに始まっている。モノを購入する際、ユーザーの評判を重視する傾向が

強まっている。スマートフォンでいつでも商品の評価を閲覧し、レビュー機能のあるインターネ

ットショッピングサイトで買い物する人が増えている。  

 Twitter や Instagram、Facebook などの SNS の普及で、自分の近況を発信し、他人の近況に

対して「いいね！」を通じて共感を表すのも一般的になった。インフルエンサーや Youtuber の

様に、周囲から共感され、「評価」されている事自体が存在価値となる職業も生まれた。ソー

シャルメディアを中心に「評価」という価値観が芽生え始めている。 

このことが個人の欲求であり、文化的活動・つながりの追求と結びついて、「人から評価され

ること」の仕組みづくりが新たな社会システムの根幹になる時代が来るのではないだろうか。 

 ●2050 年の個人 

 2050 年の個人は、データ・IT 技術の活用や BI（ベーシックインカム）の導入によって労働か

ら解放され、さらに自分の欲しいものを作り出せるようになる。そして、文化的な活動にいそし

む基盤ができると、文化重視の社会の価値基準とも相まって、個人のレベルでも、つながり・

共感が大きな指標となるだろう。 

 1．労働の必要性がなくなり、自由時間が拡大する 

 2050 年には、生きるための労働は必要ではなくなる。現代でも、ワークライフバランスの考

え方が浸透している。定型的な情報の加工、論理判断型の作業では AI が実用化される。21

世紀社会では、AI が労働の大部分を代替し、さらに BI（ベーシックインカム）制度ができると、

人が幸せに生きる最低限の生活が保障され、生きるための労働がなくなる。すると個人が自

由に使える時間が拡大する。 
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 2．ひとりひとりのための「特注品」製作環境 

 2050 年の個人は、特別な技能がなくとも、自分の欲しいものをかたちにできるようになる。

現在でも、特注品に近いものが、安く得られる。ドイツではその体制がすでにみられる。連邦

政府が推進するインダストリー4.0 構想にある、マスカスタマイゼーションの発想だ。マスカス

タマイゼーションとは、低コストの大量生産を行いながらも、商品はそれぞれ消費者に合わせ

たオーダーメイドを作り上げる手法である。設計情報がデジタル化すると、商品の仕様をある

程度消費者側が設定できるようになる。すると人々は安くて限りなく特注品に近いものを入手

できる。データや IoT 技術の活用拡大による生産効率の向上と、複雑化する製造ラインの運

用を AI がサポートすることで、この構想は実現化される。2050 年の社会では、先進国全般に

マスカスタマイゼーション発の産業構造が成立するだろう。 

 3．つながり・共感が大事になる 

 前述のとおり、2050 年の社会では金や権力よりも、人々から尊敬され評価される者が力を

持つようになる。何をもって良い・ 悪いを評価するのかというと、多分「いいね」という共感で

ある。一方、マス媒体が発信する情報の権威は落ちる。網羅性や即時性もインターネットに奪

われる。そしてフェイクニュースがさらに信用喪失を促す。 

 AI でリサーチ等の代替可能な知的労働の価値は低下する。そして逆に、AI が不得手な「感

情労働」の価値が上昇する。ビジネス文脈でも、ブランドやデザイン、アートなどと表現される

コンセプトを、どう構築し、事業に組み込んでいくかが人間の重要な役割になる。そしてこれら

の能力を養い高めていく人が評価を集め、文化の中での評価軸を作っていく。 

 

 ポスト資本主義社会とは 

 以上のように、古典の手法を用いて現代社会を分析し、平安時代の貴族文化を手掛かりに

すると 2050 年のポスト資本主義社会のあり方が少しは想像できる。 
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 現代人が欲するのは経済的な豊かさよりも文化活動・つながりだ。一方で、利便性も実現し

たい。右肩上がりの経済成長がない中で、今後の効率アップにはデータと IT 技術が力を発揮

する。未来の世界ではデータがすべてを情報化し、AI の活用も含めた IT 技術が、個人の消

費者・クリエイターとしての能力を強化し、文化活動が開花するだろう。 

今回は、非連続的歴史観に基づく思考を試みるために、平安時代に着目した。 

  昨今は未来を洞察しているようで、発信者のポジショントークでしかない憶測を基にした情

報が多くみられる。読者の皆さんは賢くそれらを選別し、少しでも「ましな」選択肢をしていく、

あるいは Aspiration と Inspiration を併せ持つことで自ら未来を切り開いていってほしい。 

  

参考文献 

●此本臣吾監修、森健、日戸浩之著『デジタル資本主義』東洋経済新報社、2018 年 

●内閣府「国民生活に関する世論調査（平成 30 年度）」    

https://survey.gov-online.go.jp/h30/h30-  life/index.html 

●波頭亮『AI と BI はいかに人間を変えるのか』幻冬舎、2018 年 

●ハルオ・シラネ他編『世界へひらく和歌』勉誠出版、2012 年 

●ハンナ・アレント『人間の条件』筑摩書房、1994 年 

●池田亀鑑『平安朝の生活と文学』ちくま学芸文庫, 2012 年 

●トマ・ピケティ『21 世紀の資本』みすず書房, 2014 年 

●ジャック・アタリ『21 世紀の歴史』作品社, 2008 年 

●外務省「広報文化外交」 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/comment/faq/culture/gaiko.html, 2019/3/5 

  

 

177 / 232

https://survey.gov-online.go.jp/h30/h30-%20 life/index.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/comment/faq/culture/gaiko.html,%202019/3/5


上山信一 

 

「2050年の家族の姿」を洞察する  

第 1回 標準家族がおひとりさまの時代 

2021/10/22 18:45 

 

 

見えない物を見よう 

 

今まで当たり前だった「家族」の姿が大きく変わりつつある。一人暮らしの高齢者、シ

ングルマザーが珍しくなくなり、独身中高年も増え、両親と子供二人のいわゆる標準

家庭がどんどん減っている。  

  

今回は、2050 年という未来を見据えて、これからの家族の姿を洞察する。そもそもな

ぜ人は家族を作るのか？という問いから始め、家族の姿の変遷をみる。そこからさら

に掘り下げると、現在の核家族の先にある将来の家族の新しい姿が見えてくる。 

 

「家族」と入力して画像検索をすると、まず出てくるのは親子の写真である。父親と母

親の間に 1～2 人の子どもがいる。多くの人にとって家族とはこうした両親と子供１

～２人のいわゆる「核家族」の姿であろう。しかし、これはたかだか 50年程度の現象

にすぎない。昔は大家族だった。さらに家族の標準は、今や核家族は「おひとりさま」

に移行しつつある。家族の姿はなぜ変わるのか。背景を掘り下げよう。 

 

家族の形の変遷はイノベーションの歴史とともに 
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家族の形は、産業形態に合わせて変化してきた。両親と子供 2人の「標準家庭」は実

は近代工業社会の産物だ。家族の形の背景にはテクノロジーの進化がある。つまり

技術が家族のあり方を変えてきた。 

 

農業社会は「大家族」が効率的 

 

近代工業社会の前、つまり戦前までの日本は、農業社会だった。そこでは多世代同

居が標準だった。鈴木成文の「住まいを語る ──体験記述による日本住居現代史」

には、戦前の農村集落の人々の体験が書かれている。一つの家に親と子、孫の三世

代がともに暮らし、住居は家族で代々受け継がれていた。 

職場は田畑だが、家の近所にあった。父母が田畑で働き、子どもは祖父母が面倒を

見た。農業は一人ではできない。共同作業であれば、三世代同居は効率的だ。合掌

造りの家で親戚 20人ほどが同居する多世帯同居もあった。 

ヨーロッパの中世も同じだった。使用人や牛馬までもが一つ屋根の下で暮らし、30人

ぐらい住んでいた。人類の長い歴史をみると、こうした大家族が普通だった。 

 

工業社会で誕生した「核家族」 

 

ところが戦後の高度経済成長期に入ると、若者は農村から都会に出て行った。彼ら

は工場やオフィスなど都会の労働人口を構成する。田舎から都会に来て、そこで出会

った男女が結婚し、子どもは一人か二人。それを前提に作られたのが２LDKの公団

住宅だ。会社の独身寮から結婚後には２LDKの郊外の団地や社宅に住み替えるの

が、当然の風潮となった。やがてこうした団地の形に合わせて４人暮らしの核家族が

「標準家庭」と目されるようになった。 

三世代世帯の減少と核家族化の進行は表裏一体である。単独世帯を除いた世帯数

に占める核家族の割合は、高度経済成長を迎え増加した。 

 

核家族化を促進したサラリーマン・家電・インスタント食品 
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このように日本社会が核家族中心となっていった背景には、職住の分離、つまり都心

に通勤するというライフスタイルがあった。そしてその背景には脱・農作業があった。

つまり日本社会では雇用のサラリーマン化、ライフスタイルの近代化、核家族化が同

時に進んだ。 

 

サラリーマン化と職住分離 

 

ここでいうサラリーマン化とは、職住が分離され、自営ではなく会社に通って働くスタイ

ルのことをいう。厚生労働白書によれば、就業者に占める雇用者の割合は 1953 年

の 42%が 1980 年には 70%近くになった。 

こうして職住分離が進み、夫婦で公営団地に暮らし、夫は朝から会社で仕事、妻は専

業主婦という役割分担ができていった。そして都市部では昼間人口と夜間人口の差

が拡大していった。 

 

「家電」と「インスタント食品」によるライフスタイル革命 

 

近代化とともにライフスタイルも近代化した。重要な要素が、家電製品の普及だ。これ

によって家事労働時間が削減され、少人数で家庭が維持できるようになった。特に冷

蔵庫、洗濯機、掃除機、電子レンジの普及率が 90％を超えた 1970年代以降が顕著

だ。20年間で平均家事時間が 1時間以上削減された。 

 

家事労働負担の低減には、冷凍食品やインスタント食品も寄与した。冷凍食品やイン

スタント食品のおかげで忙しい主婦でもおいしい食事が作れるようになった。 

 

家事労働時間が削減されると、主婦たちには時間的な余裕が生まれた。家族で協力

して労働や家事を行う必要もなくなり、少人数で十分となった。 

 

標準家庭はおひとりさまに移行中 
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さて、最近はどうか。日本の家族は少子化と単独世帯の増加という２つの変化にさら

される。 

少子化については、人口維持に必要といわれる出生率 2.07%以上を記録したのは 

1972 年前後の「第二次ベビーブーム」と呼ばれる時代だけだった。それを 最後に出

生率は減少を続け、2005 年には最低合計特殊出生率 1.26 を記録した。以来微増

の傾向はあるものの、減少が食い止められる見通しは立っていない。単独世帯につ

いては、1980 年の約 20%が、2040 年には約 40%となる見通しである（国立社会保障・

人口問題研究所調べ）。中でも高齢単独世帯の増加が顕著で、単独世帯に占める高

齢者単独世帯は 2015年には 30%強だが、2040年には約 45％となる見込みだ。 

 

核家族化によって世代間そして地域内のつながりが縮小しつつある。そこに少子化と

高齢化が加わり、家族形態は大きく変わりつつある。次回は、家族の歴史をひもとき

ながら、その姿の変遷について考える。  
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「2050年の家族の姿」を洞察する～ 第 2回 親子 4人の標準家族が先か、2LDKの

モジュールが先か 

 

上山信一 

 

「2050年の家族の姿」を洞察する～ 第 2回 親子 4

人の標準家族が先か、2LDKのモジュールが先か 

2021/10/25 19:20 

 

 

見えない物を見よう 

 

目次 

• 家族が必要な４つの理由 

• 核家族の分解と多様化 

• シェアハウスの伸長が核家族の分解を促進する 

• シェアハウスを前提とした１～２人世帯が増える？ 

 

今月は 2050年の未来社会を洞察する手がかりとして「家族」の姿の変化を考えてい

る。前回は、過去から現在までの家族の変遷を見てきた。家を継承する大家族が消

失し、現代は核家族の時代。それが今、また大きく変わりつつある。 

家族が必要な４つの理由 

そもそも家族とは何か。家族の目的は何か。おおよそ以下の４点だろう。 

 ①生殖のため、②経済的だから、③安全と安心のため、④心理的に豊かな暮らしの

ため 
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 第一の生殖とは子孫を残す本能だ。そのためには父と母と子どもの三者が基本となる。

第二に、家計の同一化は経済的だ。そもそも子どもは一人で生きていけない。        

第三の安全で安心できる暮らしとは相互扶助だ。乳児や高齢者も家族のもとで生活で

きる。第四の心理的に豊かな暮らしとは、一緒にいると楽しいからだ。 

 かつての大家族の時代には、家族を作る４つの目的はフルに達成されていた。血縁

関係を基盤に、複数世代で大家族を構成することで労働力が確保でき、経済優位性

につながった。相互支援や心理的な豊かさも、家族が多い方がよかった。しかし工業

化と核家族化でこうした機能は弱まってきた。国立社会保障・人口問題研究所の調査

では、1986 年には高齢者の約 45%が三世代世帯で生活していた。それが、2017年に

は 11%にまで減少した。 

 ちなみに、核家族社会の家族は親と子の３～４人で画一的だ。住宅もダイニングキッ

チンとリビング、夫婦の寝室、独立した子供部屋となる。それで２LDKや３LDKの団地

やマンションが住まいの標準モジュールとなった。 

核家族の分解と多様化 

さて、これからは３～４人の核家族がさらに少人数になっていく。高度成長期の核家

族のモジュールは「父／母／子」だった。しかし、これからは子供の独立、一人暮らし

志向での独居世代、未婚や晩婚の増加、あるいは離婚や高齢化に伴う死別後の独

居老人（主に女性）の増加などで「単身」あるいは「母子」「父子」の１～２人世帯が増

える。下のグラフは 1947年（昭和 22年）から 2020年（令和 2年）までの人口千人あ

たりの婚姻率（左軸／青グラフ）と離婚率（右軸／赤グラフ）の推移である。 

さらにこの１～２人世帯の中味も多様化しつつある。LGBT（男 2人、女性 2人）、子連

れの同性カップルも見られるようになった。LGBTではなくても、一緒に住んでいるが

血縁ではないという男女や同性のカップルも増えている。「同居相手は血縁」という常

識が崩れつつある。こうなると家族の４つの機能の一部が失われる。するとそれを補

うため、人は新たなつながりを外に求め始める。その一例がシェアハウスである。 
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  シェアハウスの伸長が核家族の分解を促進する 

シェアハウスは学生や若者が５～１０人で住む例が多いが、それに限らない。例えば、

シングルマザーの親子の複数世帯がシェアハウスで共同生活を営み疑似家族となれ

ば、男性パートナーがいなくても安心だ。母親同士が別の子供の面倒を見る。無理し

て男性と同居するより、気の合うシングルマザー同志で子どもたちを育てたほうが、ス

トレスは少ない。男性パートナーによる女性の連れ子への虐待事件も減るだろう。子

供達同士の交流も生まれ、血縁の兄弟に近い関係になっていく。シェアハウスで育っ

た子どもたち同士は血縁よりも仲良い新しい家族になる。 

東京・渋谷区にある「スタイリオウィズ代官山」は、東急ストアの社員寮であった建物

をリノベーションし、シェアハウスとしてリニューアルした建物だ。もとが寮なのでキッ

チンや共有リビングなども広い。ママ向けサービスも付いていて、お迎えや見守り対

応のほか、居住者が他の居住者にそういった支援を提供する手助けもする。0 歳か

ら 40 代までで、約 30 人が暮らしているそうだ。こうして血縁関係のない入居者間

に相互扶助の関係が生まれていく。 
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シェアハウスを前提とした１～２人世帯が増える？ 

こうしたシェアハウスを中心とする新たな家族のあり方を模索する動きは 2000年頃か

ら始まっている。2003 年に日本初の多世代コレクティブハウス（仲間や友人が共同

生活を行うシェアハウス）として東京・荒川区の「かんかん森」が創設された。ここでは、

０歳から８０代まで幅広い世代が同じ家で生活する。 

ここではかつての大家族のように広いつながりが生まれる。子育て中の親が忙しく子

供の面倒を見られない間、他の入居者が面倒を見る。高齢の入居者に対しては、他

の入居者が生活の面倒を見る。長屋ではお互いに子どもの面倒を見たり、隣に醤油

を借りたりしていたが、その復活ともいえそうだ。 

 核家族の分解で父母と子供２人が住む一般住居が余ってくる。すでに郊外や駅から

遠い戸建ての「空き家問題」が課題になっている。こうした空き家は転用し、複数の１

～２人世帯が住むシェアハウスにするとよい。今後、各地の老朽施設や空き家がリノ

ベーションされていく。そこにシェアハウスができると、ますます１～２人世帯が増えて

いくのではなかろうか。 
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「2050年の家族の姿」を洞察する 第 3回  

血縁を超えた「目的家族」とは？ 

 

2021/11/08 17:51 

 

 

見えない物を見よう 

 

目次 

• 仮面家族 

• レンタル家族 

• インターネットが作る「目的家族」 

• 公園が出会いのプラットフォームとなる 

• 2050年は「おひとりさま」も標準家族となる 

• 「おひとりさま」と「目的家族」から成る社会 

 

前回は、今後は親子４人の標準世帯がさらに１～２人の世帯に分解されていく一方で、

多世代同居型のシェアハウスが生まれ、新たな形態のバーチャル家族ができつつあ

るのではないかという未来予測を示した。今回は、さらにイマジネーションを進め、「血

縁を超えた家族」という 2050年に向けた姿を洞察してみたい。 

 仮面家族 

皆さんは 2000年公開のアメリカ映画『アメリカンビューティー』をご存じだろうか。新興

住宅地に住む一見幸せそうに見える夫婦と子供の標準家族。しかし各自は孤独で、

裏で自らの欲求のはけ口を求める。 
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やがて不倫など破滅的行動をとって、家族は離散していくという物語だ。これは典型

的な“仮面家族”――形の上ではまとまっていても、内心は孤独でバラバラな家族の

物語だ。この例は、前回の家族が提供する４つの要素のうち、③安全で安心できる暮

らし、また④心理的に豊かな暮らしの機能の提供が満たされていない具体例だろう。

前回の多世代型シェアハウスはこの２つの機能を住居の中で提供する方式だが、そ

れぞれの機能を切り出して外から提供するサービスも誕生している。今回は、家族の

つながりを失った人々につながりを“レンタル”するビジネスの紹介から話を始めた

い。 

レンタル家族 

東京・江東区にあるファミリーロマンスという会社では「いるべきところにいない人」の 

代わりとなる人を派遣する。具体的には、父・母や夫・妻、子供、兄弟などとなる役者

を依頼人のもとへ派遣する。2004年に結婚式の代理出席サービスから始まったこの

サービスは、現在では 1か月に約 300件の依頼があるという（同社ＨＰより）。この会

社は、寂しさの解消、ストレス発散、将来の相談、家族の団らんなど、幅広い家族サ

ービスを“代行”提供する。祖父母代行では“家族”として子どもの世話をしてもらう、

子育ての悩みを聞いてもらう。逆に高齢世帯では子どもや孫をレンタルし、孤独な生

活の寂しさを紛らわせ、あるいは生活の手伝いや介護を頼む。 

インターネットが作る「目的家族」 

一人暮らしの高齢者が増える。一人暮らし高齢者の５割以上が「孤独死が身近なも

の」と感じている（2020 年の内閣府調査）。子育てに負担・不安を 感じる親の割合は

７割超（2015 年の厚労省調査）で、その９割以上が「保育サービス」「出産」「仕事と家

庭の両立支援」が課題と回答した。  

多世代型のシェアハウス、あるいはさきほどのレンタル家族は、こうした問題への解

決策となる。つまりこれらのサービスはインターネットで血縁を超えた家族的なつなが

187 / 232



りをマッチングする。ここでできる関係は、目的によってできる家族なので、いわば「目

的家族」と呼ぶことができるだろう。 

このようにインターネットを介して４つの機能がそれぞれ別個に入手できるならば、子

供を欲しいと考えない独身の人達や子育てをしない人達は、同居の相手を血縁に限

る必要がなくなる。たとえば趣味や愛好者による同居――バイク仲間が、自分たちの

バイクをガラス張りのガレージに並べて眺める家。猫好きの人間が集う猫仲間の家な

どもありえる。２ヵ所居住も増えていくので、ますますこういう住まい、つまり疑似家族

が増えるだろう。 

こうしてみると、「目的家族」は核家族に代わる新しい家族の姿になりうるのかもしれ

ない。 
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公園が出会いのプラットフォームとなる 

疑似家族の居場所は、実は「住居」に限らない。「公園」というプラットフォームにも注

目したい。コロナ禍の影響もあり、公園がリビングルームに代わりつつある。公園はリ

モートワークで在宅時間の長い人にとって貴重な開放空間だ。身近なレジャー空間と

しての魅力も高まっている。家の中でやっていたことがどんどん公園に染み出してい

る。 

公園は、インターネットに替わる新たな出会いの場としても注目したい。人間は社会

的動物であり、人と触れ合う機会を求める。これまでも母親が子どもを公園の砂場に

連れていき、子育てコミュニティに入る親子の「公園デビュー」があった。これからは、

近隣住民と出会う場としての機能はもちろん、共通の趣味を持つ人と出会う場として

も注目されるだろう。 

すでに、公園管理者は来訪者同士が交流できる場を作りつつある。国土交通省が推

進する Park-PFI もそうした取り組みを後押しする。これは、都市公園の中でサービス

を提供する民間企業を公募する。公園法の規制が緩和され、民間企業の負担で公園

にカフェやレストラン、子どもの遊び場、各用品の貸し出し、レストラン調理によるバー

ベキュー、ペットショップといった商業施設がつくれるようになった。新宿中央公園の

「SHUKNOVA（シュクノバ）」、堺市の「大蓮公園」、高槻市の安満遺跡公園など成功例

は多い。 

 2050年は「おひとりさま」も標準家族となる 

こうした動きを見据えていくと、2050年、将来の将来にはもしかしたら家族の概念はも

っと分解され、「おひとりさま」も標準家族の一類型と考えられるようになるのではない

か。 

もちろん「おひとりさま」で人は生きていけない。そこで彼ら同士をインターネットのマッ

チングサービスが臨機応変につなぐ。インターネットはすでに結婚、つまり生殖の相
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手や職業を見つけることだけでなく、目的に沿った人やコミュニティを出合わせバンド

ルする機能を果たしている。それがどんどん進むと今から 30 年後のデジタル技術が、

もしかしたら極めてハイタッチで生物固有の家族という存在すら再構築しうるかもしれ

ない。 

「おひとりさま」と「目的家族」から成る社会 

つまり「おひとりさま」は元々家族にあった４つの機能のうち足りないものを補うために

「目的家族」を結成する。しかし「目的家族」はデジタルな出会いで、目的を達成すると

瞬間で消えていく。「目的家族」は生まれては消え、個人は常にデフォルトである「お

ひとりさま」に戻る。それで足りない人は、シェアハウス、公園などのプラットフォーム

を使って相手を少し固定化する。こうして 2050年の社会は、「おひとりさま」と「目的家

族」と従来からの血縁世帯の３つから構成されるようになるのではないか。 
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2050年「ポスト資本主義社会」を洞察する  

～プラットフォーマーの本質は「規格 3.0」である〜 
2021/11/22 18:00 

 

 

見えない物を見よう 

目次 

• 日本の高度経済成長も「規格」JIS と JIT方式に支えられた 

• ＪＩＴ方式は流通業にも波及 

• コンテナのおかげで僕らは安いバナナが食べられる 

• コンテナと物流のグローバリゼーション 

 

現代社会は様々な「規格」に支えられている。トイレットペーパーのサイズは幅 114mm、

直径ロール 120mm以下、中心にある空洞の直径は 38mm と決まっている。単３という

電池のタイプ、ベッドの大きさ、電気のボルト、郵便番号、U R Lなど日用品やサービス

のほぼすべてに「規格」が潜んでいる。「規格」は古代からあり、支配者が通貨、暦、度

量衡を権力をふるう手段に使った（規格１.0）。「規格」はやがて大量生産のベースとな

り資本主義を支え、市場を巨大化させた（規格２.0）。そして現在の I Tテクノロジーはプ

ラットフォームという新たな規格（規格３.0）を生み出し市場を飲み込みつつある。 

これから数回は「規格」に着目して歴史と未来洞察をしたい。そこから G A FＡなど「規

格 3.0」に相当するプラットフォーマーが今後どうなるのか、そして彼らと世界はどのよう

に次の資本主義社会を構築するかを考えたい。 

 

 日本の高度経済成長も「規格」JIS と JIT方式に支えられた 

通貨や度量衡、暦などの規格１.０は国家が管理した。由来は課税の単位を決める（耕

作地の面積測定など）必要にあった。やがて産業革命を経て企業が大量生産を始め
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る都合上、工業規格が誕生した。我が国でも 1949年に JIS（日本工業規格）が誕生し

工業部品の規格化が本格化した。おかげで部品の微調整を現場で行う必要がなくなっ

た。規格さえ統一しておけば多数の納入業者から仕入れた部品の組み立てが機械で

簡単に高速でできるようになり、高速大量生産が可能になった。 

J I T方式は流通業にも波及 

さらにトヨタのような企業がそれを磨き上げ、ジャストインタイム方式（以下 JIT方式）編

み出し、それが社会全体の大量生産と大量消費を促していった。JIT方式とは「必要な

ものを、必要なときに、必要なだけ」供給する生産管理システムである。部品メーカー

はトヨタが必要なときに必要な数量だけ部品を生産し、決められた時間にラインに届け

る。トヨタは得意な設計や組み立て、営業に専念し、部品の製造は外注し、また部品の

在庫を大量に抱える必要がなくなった。この方式で日本の自動車産業、そして周辺の

部品産業は世界でトップの座を勝ち得た。さらにこの方式は世界中の様々な業種に応

用される。例えばコンビニやスーパー、回転寿司屋なども J I T方式で店を成り立たせ

ている。 

 コンテナのおかげで僕らは安いバナナが食べられる 

物流業も規格 2.０で大量高速輸送を実現している。特にインパクトが大きいのがコンテ

ナという積み方の導入である。このおかげで国際物流のコストが劇的に下がった。

我々が毎日安いバナナが食べられるのはコンテナの規格化のおかげである。そのコン

セプトは「輸送単位を共通化し、鉄道、トラック、船によるシームレスな貨物輸送を実現

する」というものだ。コンテナは物流の効率化・高速化・定時化を実現し、商品の製造コ

ストを低減させた。 

20世紀前半まで荷物の輸送はバラ積みが一般的だった。しかし荷崩れなど事故のリ

スクが大きく、形も大きさも違う貨物を一つ一つ慎重に積み上げる手間が大変だった。

があった。その結果、1959年時点で運賃が製品価格の２割から６割にも及ぶ輸入品が

あった（大西洋航路）。 
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ところがコンテナに入れると形も大きさも同じだからクレーンなどで機械的に積み上げ

るので楽だし早い。多種多様な荷物もコンテナに詰め合わせれば同じ船で運べる。お

かげで物流効率が劇的に改善された。コンテナの普及は製造業の立地も広げた。か

つては港の近所でないと成り立たなかった輸出用自動車などの産業も地価の安い郊

外に建設できるようになった。 

コンテナと物流のグローバリゼーション 

コンテナの規格はまずアメリカ内で統一された。しかし、国際規格はなかなか統一され

なかった。そこで 1961年、国際標準化機構（ISO）がコンテナの規格統一に乗り出し、

11 カ国の代表と 15 カ国のオブザーバーがアメリカに召集される。その後、紆余曲折を

経て 1970年になってやっと ISOによる全規格の草案が決定された。規格が統一される

と国際コンテナ輸送が確立され、海を基軸にグローバルなサプライチェーンが誕生した。

即ち、ロスアンゼルス―釜山―ロッテルダムなどを定期ダイヤで就航する大型コンテナ

船がグローバルに運航し始めるようになった。 

製造業は生産拠点を先進国から労働力や原材料原価が安い地域に分散させ始めた。

また、製品自体の価格も下がった。そして、シンガポールのように急速に規格に沿った

整備を行った港湾はハブ港となり、物流の中心として発達した。 

この様に、コンテナは、物流全体にとどまらず、世界の工業と商業のシステムまで作り

変えてしまった。 

（続く） 

（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の本質は「規格 3.0」であ

る 第 2回 規格をフレームワークとして考

察する。「規格 1.0」から「規格 2.0」へ 
2021/12/06 18:25 

 

 

見えない物を見よう 

目次 

• 規格１.０（測定規格） 

• 度量衡の統一 

• 測定があって予測が成り立つ 

• 規格２.０（再現性規格） 

• モジュールの概念 

• スケールメリットのもと 

•  

「規格」は古代からあり、支配者が通貨、暦、度量衡を権力をふるう手段に使った（測定規

格、「規格 1.0」）。「規格」はさらに「再現性規格」に進化し、大量生産のベースとなり資本

主義を支え、市場を巨大化させた（「規格 2.0」）。そして現在の ITテクノロジーはプラットフ

ォームという新たな規格（「規格 3.0」）を生み出し、様々な市場を取り込みつつある。今回

は、このような規格の歴史とそれが社会をどう動かしてきたかを考えたい。 

 

 規格１.０（測定規格） 

規格は古く前近代の農業社会（紀元前 4世紀から 16世紀）に生まれた。当時の規格の目

的は測定だった。最もわかりやすい例は度量衡の統一だろう。度量衡は、租税額や貨幣

の価値等を定めるために、計量に用いられる長さ・体積・質量などの基準を定めた制度で

ある。度量衡を統一することで、国家権力の基盤とする税収が安定した。例えば秦の始
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皇帝は自らが定めた度量衡の単位のみが実生活で用いられるように貨幣や法律を統一

し、標準器の中国全土での使用を義務付けた。 

 度量衡の統一 

日本では 8世紀に文武天皇が度量衡を統一した。それより以前は、人々は体の部位を用

いるか、目分量でだいたいの長さ・体積・質量を決めていた。たとえば米や酒の納税量は

「升一杯分」など升が基準とされた。だが、国司がこっそり小さな升を使えば、朝廷への納

税量が減らせた。これでは、取引や納税の公平性が確保できず民衆に不満が広がる。朝

廷も税収の予測ができない。度量衡の規格を定めたことで統治が容易になり、経済活動

も円滑になった。 

 測定があって予測が成り立つ 

また、測量規格は未来に向けての仕事や生産の「予測」を可能にした。そして予測可能性

は国家権力や宗教権威を担保した。古代エジプトでは、王朝が暦を用いることでナイル川

の氾濫時期を特定できるようになった。また水位を測るナイロメーターを用いることで、そ

の年の川の氾濫の程度も予測できた。予測を行う神官は、魔術的な予見力を発揮する人

間として権威を得た。これは実益スキルでもあったので、人々を動かす根拠、つまり正当

性の源泉ともなった。こうして暦やナイロメーターなどの測定規格を管理する為政者に権

力が集中した。かくして、測定規格は公平性を社会秩序にもたらした。また、統治者に独

占的な権力と利益をもたらした。 

 〈測定規格の具体例〉 
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 規格２.０（再現性規格） 

時代が下がって産業革命を経て近代工業社会（17 世紀から 20 世紀）になると、新たに

規格２．０（再現性規格）が出現した。これは同じサイズのネジや金型を大量に作るベース

となる工業用の統一規格である。大量生産を可能にする工業規格、グローバリゼーション

の元となるコンテナの規格化などが代表例である。規格 2.0は資本主義を拡大発展させ

る基盤となった。 

  

〈再現性規格の具体例〉 
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 モジュールの概念 

再現性規格の単位は「モジュール」である。測定規格はグラムやセンチメートルなどの参

照尺度を単位としたが、モジュールは異なる。参照尺度はあくまでも一つの領域のものを

説明できる基準にすぎない。一方、モジュールは本来は異質な領域のものを機能という

観点から評価し直し、同質性を抽出したものである。例えばネジは「モノを連結する機能」

を時計や車など様々なものから取り出して抽出した統一単位に沿っている。コンテナは鉄

道、トラック、船など様々なモードによる運搬の中から「荷物を梱包する機能」を取り出し、

一定の形を定めたものである。 

 スケールメリットのもと 
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モジュール化は大量生産によるコストダウンを可能にした。例えば住宅用木材の種類は

様々だったが、モジュール化によって、2by4工法の規格化で 7つに収斂された。また、タ

イヤはかつて 198 種類も存在したが、規格化で 9種類のみとなった。 

規格 1.0は権威・権力と結びついていたが、規格 2.0は分業と協業の基盤となって経済合

理性を支えた。例えばアダム・スミスは、一人の熟練職人が行っていたピン製造の仕事を

約 18の単純作業に分割し、18人の素人の共同作業に代替できると説いた。分業による

協業で生産コストが下がり、全体の微調整が不要になり、生産性が上昇した。 

モジュール化のおかげで、経験の少ない作業員でも物作りができるようになった。こうして

コストダウン、品質向上、生産力拡大が同時に実現した。そして商品価格が下がり、購入

者層が広がり、市場拡大の好循環をもたらした。 

かくして再現性規格は分業・協業によるコストダウン、量産化とスケールメリットの実現に

よる顧客の大衆化、ひいては巨大企業の出現と独占利益の獲得につながっていった。 

〈再現性規格によって効用が発生するメカニズム> 
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 ちなみに、測定規格（規格 1.0）と再現性規格（規格 2.0）は両立する。測定規格は今も国

家権力の礎として存在し続ける。むしろ国家が作った測定規格の上に重なる形で経済権

力である再現性規格が発展した。さらに現代では、測定規格が国際レベルで原則標準化

され、再現性規格が影響を及ぼす範囲も全世界へと広がっていった。 

  

（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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プラットフォームの本質は「規格 3.0」である

～第 3回「プラットフォーム」と「規格」は戦う 
2021/12/27 18:00 

 

 

見えない物を見よう 

目次 

• 規格３.０（自己増殖規格） 

• 自己増殖規格の本質：Amazon とアリババの事例 

• 3.0から 2.0、1.0への逆流 

• 企業のプラットフォーム依存と、自己増殖規格のこれから 

•  

前回までは、「規格」が古代から現代への歴史を引っ張ってきたことを解説した。そしてそ

れは古代の「規格 1.0」（測定規格）から近代になって「規格 2.0」（再現性規格）に進化した

と述べた。さて、現在は ITネットワークによって生まれた「規格 3.0」、つまりプラットフォー

ムの時代である。今回はこの「規格 3.0」について考える。 

 

 規格３.０（自己増殖規格） 

規格 3.0はプラットフォームのことだが、別名を自己増殖規格としたい。 

規格 1.0は測定単位を権力のよりどころとする「国家」を産み出した。そして規格 2.0は拡

大再生産を可能とし、その結果、「企業」を産み出した。今回のテーマの規格 3.0が産み出

すものは「エコシステム」である。エコシステムとは生物学の用語で、「多様な生物、生物

の生息・生育の基盤となる自然的構成要素、それらの間の物質・エネルギーのやり取りと

いう 3つの要素で構成される共存の仕組み」である。規格 3.0は「エコシステム」を産み出

すのだが、そこではエコシステム自体が自己増殖していく。 
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「エコシステム」と自己増殖規格とは何か。具体ビジネスに当てはめて考えてみよう。ITネ

ットワーク出現以前の社会では、企業と企業の間の相互依存や協調関係を実現するネッ

トワークは、主に近隣の立地や資本系列関係が中心だった。しかし、インターネットは、場

所や業種を超えた企業間ネットワークを成立させるようになった。例えば、楽天やアリバ

バは市場を構成する要素をオンライン化して、新たに売り手と買い手をつなぐ市場という

エコシステムをつくり出した。 

面白いのは、ネット上で生まれたエコシステムは、いったん確立すると次々と自己拡張を

していくということだ。例えば、Amazonに出品するイヤホンメーカーの数が増えると、買い

手が購入できるブランドが増える。それを知った新たな買い手が Amazonに登録する。登

録ユーザーが増え、売り上げが伸び、エコシステムの存在感が高まると、さらに多くのメ

ーカーがエコシステムに加入する。やがて Amazonユーザーのニーズに合わせた新型イ

ヤホンの開発が始まり、あるいは新規創業も起きる。このように、ネット上のエコシステム

は需要と供給の双方にプラスの影響を与え、それがエコシステムをさらに強化していく。 

 ＜エコシステムの概念図＞ 
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 自己増殖規格の本質：Amazon とアリババの事例 

自己増殖は単に一つのエコシステムの拡大発展を促すだけではなく、新たなエコシステ

ムを産み出す。例えば、Amazonは最初はオンライン書店として登場した。「本」という商材

は形やサイズが一定で、販売のフォーマットもタイトルと著者名で特定しやすい。大量生

産型の再現性規格を極めた商品であり、取扱いやすい。消費者にとっても購入判断がし

やすい商品だった。だから規模の経済を働かせることができた。Amazon は、まず売り手

と買い手のネットワークを作った。 

だが自己増殖はここにとどまらない。次に Amazon はアマゾンマーケットプレイスを導入し

て、自分のプラットフォーム上で第三者が自由にモノを出品できるようにした。こうして

Amazonは総合小売のエコシステムへ成長した。 

この成長の過程では、最初はネットワークを構築して、十分な数の参加者を集めた。第二

にエコシステムをオープン化し、エコシステムに加わる参加者を広げた。Amazonのエコシ

ステムはこうして同業他社から市場を奪取した。スコット・ギャロウェイによれば、アメリカ

全体の小売市場は成長しておらず、Amazon の業績は同業他社と反比例して伸びてい

る。 

 3.0から 2.0、1.0への逆流 

プラットフォーム企業のエコシステムはこうして拡大し、自己増殖を繰り返す。だが、この

規格 3.0は同時に規格 2.0の再現性規格へ、そして最終的には規格 1.0の測定規格を作

り変えるところまで自己増殖を続けていく。わかりやすい事例として、アリババを見てみよ

う。アリババは、Amazon と同様、最初は市場の構成要素をオンライン化し、タオバオとい

う売り手と買い手の結節点をつくった。だがその先に、相互のやりとりを円滑化するコミュ

ニケーション手段と決済手段まで提供する様になった。Amazonの場合は決済はもとはク

レジットカードに依存し、Amazon Payの伸長はあとからだった。しかし、アリババは自ら決

済の仕組みを作って提供した。 
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この決済の仕組みを支えるのがアリペイのエスクローサービスと信用格付けシステムで

ある。これによって売り手と買い手の役割ごとにクレジットスコアが分割され、可視化され

ることになった。結果、アリババは信用残高を可視化することに成功した。そして国家が

司る決済という測定規格の一つに入り込んだ。 

 ＜自己増殖規格の具体例＞ 

   

企業のプラットフォーム依存と、自己増殖規格のこれから 

このようにプラットフォーマーはエコシステムを自らが創り出し、さらにそこに内包される自

己増殖規格をテコとして、自社の周りに経済を創出するようになった。こうなると、消費者

とのタッチポイントはもちろん、その購買と信用のデータをすべて掌握するようになる。かく

してアリババは独占的に利益を得るようになる。すると、これまで量産化やスケールメリッ

203 / 232



ト等、再現性規格によって成功していた大手メーカーなどは、単なる「下請け」になりかね

ない。 

モビリティ分野について考えてみる。自動車についてはカーメーカーがこれまで主役だっ

た。しかし自動車保険企業が今やドライブレコーダーを無料で車に提供し、そこを通じてド

ライバー/消費者の運転履歴などの消費者とのタッチポイントデータを取得するようになっ

た。すると、カーナビゲーションやドライブレコーダーなどを製造する部品メーカーは、彼ら

に言われるままに製品を納入する下請け部品業になってしまう。消費者との取引から派

生するデータやメリットは保険企業がまずおさえてしまう。すると、そのエコシステムに依

存する企業は、下請けとしての立場に甘んじるしかなくなってしまう。 

下請け化するのは付属機器メーカーだけではない。カーメーカーも消費者とのタッチポイ

ントにおいては、保険会社ほどではない。車検や修理の時くらいで、常時接続の保険会

社にはかなわない。最後は保険会社とカーメーカーの覇権争いになるのかもしれない。 

以下次回 

（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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）インタビュー記事 
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NHK WORLD-JAPAN 

Backstories 

Will new agency save Japan from 'digital defeat'? 

 

Thursday Sept. 2, 2021 

Yanaka Marie、NHK World Anchor and Reporter 

 

Japan has launched a Digital Agency, after suffering a "digital defeat" amid the 

coronavirus pandemic. Can the new office speed up and streamline the country's 

bureaucracy? 

 

The latest: Digital Agency takes off amid 'digital defeat' 

Japan's new Digital Agency was launched on September 1st. Its aim is to achieve 

a better society through the adoption of technology. The agency, with a staff of 

about 600, is headed by Prime Minister Suga Yoshihide, with Hirai Takuya 

assisting him as Digital Transformation Minister. 

It's hoped that the agency can make administrative services more convenient for 

citizens. For example, in a digitalized Japan, residents may not even have to go to 

their local office when moving to a new home. Currently, people who relocate from 

one municipality to another must go to two local offices and fill out two forms in 

person: the one in their old location, and the one in their new location. They must 

also notify utility companies, such as electric, gas and water providers, for both 

their old and new homes. However, in a digitalized society, one might merely have 

to register their move on a government website, which could also automatically 

notify the utility companies. 
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Establishing the Digital Agency was a key campaign promise of Prime Minister 

Suga in his bid for the job. Thanks to an expedited passage by parliament of a set 

of laws to establish the agency, it took just a year for the office to be launched from 

the time the Suga Cabinet was inaugurated in September 2020. 

 

Japan has pushed for digitalization numerous times. Its first initiative was the 

"e-Japan strategy" two decades ago. Thanks to government-led efforts, Japan has 

one of the best-maintained internet infrastructures in the world. The country's 

connection speeds are consistently faster than most of its peers, and its residents 

have a wide range of digital services at their disposal. In the "E-Government 

Survey 2020" released by the United Nations, Japan ranks 14th among the 193 

member nations. Of the 38 OECD member states, it is at 13th, and third among 

the G7 nations.
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Even so, the country's handling of bureaucratic affairs during the coronavirus 

pandemic was dismal compared to other countries – to the point that Digital 

Transformation Minister Hirai described it a "digital defeat." As COVID-19 raged 

around the world, many countries decided to give people cash 

handouts. Japan did the same, but the money arrived much later despite, or 

maybe even because of, online applications. The applications made on a website 

run by the central government couldn't be verified on the servers of local 

governments, so officials resorted to paper and manual labor as they scrambled to 

check application forms for individuals. In the meantime, online applications for 

businesses were temporarily paused due to system errors. 

In another example, "COCOA," the COVID-19 contact tracing app advertised by 

the government, failed to notify users when they encountered infected people. The 

problem, which was caused by a computer system error, went unnoticed for four 

months. 

Furthermore, inoculation coupons for coronavirus vaccines were sent out by 

postal mail. Residents in some areas complained of having to wait some time to 

receive their envelopes. 

To top it all off, daily infection tallies sometimes came in incorrect due to faulty or 

delayed reporting of cases. At the start of the pandemic, the reporting was done by 

doctors and officials filling in and faxing paper forms. A computer-based method 

was later introduced, but it wasn't without its faults, either, and there were still 

misreported cases. 
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The plan: Addressing Japan's 'fundamental' problems 

Why has Japan, with a seemingly impressive IT infrastructure, experienced such a 

crushing "digital defeat"? Ueyama Shinichi, Professor of Public Management at 

Keio University, says, "Japan's weakness is more fundamental than whether it's 

digitalized," alluding to a string of issues that the agency plans to tackle. 

       

Ueyama Shinichi, Professor of Public Management at Keio University 
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Issue 1: Digital disconnect 

One problem is a digital disconnect among Japan's various authorities. The 

government and local municipalities all have their own databases. The systems 

are advanced, but each has its own format, making it impossible for their data to 

be shared. 

 

According to Ueyama, this is one of the main reasons for the late arrival of cash 

handouts. "Even if officials want to share data, they can't do it digitally because 

their systems are not compatible with one another. They sometimes cope by 

printing out the data from one computer system and typing it into another." 

This is basically what happened at some local offices when online applications for 

cash handouts were made. The application portal provided by the government 

could not be connected to systems at local governments, so local officials 

across Japan ended up having to print out applications made online and check to 

see whether the information matched that in their own databases.  

 

 

Local government office 

scrambling to check online 

applications using paper 
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The Digital Agency plans to address the digital disconnect by making 

comprehensive platforms for all administrative offices. Ueyama is impressed by 

this plan. "If there's an inter-connected system for all branches of government, 

running costs will go down... and for citizens, various procedures will become 

simpler." 

However, many Japanese question whether comprehensive platforms to cover 

numerous ministries, agencies and local governments can be achieved, given the 

country's long-standing culture of bureaucratic sectionalism. Japan's 

administrative offices are infamous for rigidly sticking to their field of expertise; 

sometimes, several Japanese ministers show up at international meetings when 

other countries send only one representative. 

Maruyama Yuhei, Executive Chief Analyst at Dai-ichi Life Research Institute and 

an expert on technology and innovation, is optimistic that the new agency can 

make the comprehensive system happen. "The Digital Agency has been given 

strong authority, for example the 'recommendation right,' so I believe it can 

enforce reforms," he says. 

 

 Maruyama Yuhei, Executive 

Chief Analyst at Dai-ichi Life 

Research Institute and an expert 

on technology and innovation 

 

 

 

 

The "recommendation right" basically allows a government branch to advise other 

ministries and agencies on actions. It is usually given to organizations that 

address problems spanning multiple government branches. All advisory rights 

have a basis law, and once activated, they have a huge impact on other ministries 

and agencies. 
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Issue 2: Lack of IT personnel 

Another problem the Digital Agency must take on is a lack of digital expertise 

within the government. Maruyama blames this shortcoming for the malfunction in 

the COVID-19 contact tracing app. "I believe a shortage of IT personnel at 

government authorities led to the app's demise," he says. Sure enough, 

government officials admitted they outsourced the app's development and had 

little idea on how to operate it. 

The Digital Agency says it plans to address this issue by proactively hiring IT 

personnel. The government has made a new digital job classification in its 

recruitment standards. 

Maruyama calls that a good first step but says more needs to be done before the 

bureaucracy can be considered tech-savvy. "The Digital Agency has secured IT 

personnel by making a system in which it can hire from the private sector. 

However, in the longer term, authorities will need to educate employees 

themselves. The public sector needs people with IT expertise who can draw the 

big picture." 

Both Maruyama and Ueyama agree that Japan as a country needs more IT 

personnel, so offering IT education to the young is essential for its future. Ueyama 

adds that especially education on cybersecurity needs to be stepped up. 
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"Public sector work includes areas like defense and policing and so it needs to be 

protected more strictly than the private sector. Making sure Japan has people who 

can handle cybersecurity is of the utmost importance. However, most young 

engineers aspire to become app developers or engineers. Japan needs more 

schools specializing in cybersecurity. This is something that should be done as a 

national strategy by the Digital Agency." 

 

Interview with Ueyama Shinichi, Professor of Public Management at Keio University 

Issue 3: Archaic business practices 

A problem that may surprise a lot of people outside Japan is the country's archaic 

business practices. Paper forms, faxes and postal mail are still common. One 

reason for the misreporting of the number of COVID-positive patients was the use 

of paper forms and faxes. The moving process, mentioned above, that requires 

residents to go to two local offices and fill in two forms, is just one of many 

examples of this issue. 

The Digital Agency has a plan for this, too: digitalizing public services using a 

national ID system. "My Number Cards," which bear a 12-digit number, are 

allocated to every resident of Japan. The number remains the same even after 

marriage, relocation or a change of employer, so it serves to identify an individual 

throughout that person's life. The new agency plans to utilize the card so that 

individuals can be identified digitally and administrative services can be received 

online. 

218 / 232

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/tags/2/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/tags/2/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/tags/2/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/tags/2/


However, the cards' low issuance rate is casting doubt on that plan. According to 

the latest statistics released in August, only 36% of the total population has been 

issued one. That's a far cry from the government goal of everyone. 

 
Maruyama, though, is optimistic that if the services citizens can receive become 

convenient, everyone will get the card. "Presently, the 'My Number Card' isn't that 

easy to use," he says. "What you can do with it can differ depending on where you 

live, since many of Japan's local governments have their own laws and ordinances 

on privacy. The key will be to integrate all the services to make them easier for 

everyone to understand. Once people realize the convenience the cards offer, 

they'll apply to get one. It's like that folktale 'The North Wind and the Sun.' The key 

to persuasion is not to tell someone to do something but to set the conditions so 

that they'll want to do it themselves." 

Off to a good start 

The number of issues the Digital Agency has to tackle, such as the digital 

disconnect among government offices, officials' lack of digital expertise and 

archaic business practices, pose formidable challenges. However, as a blueprint, 

the agency seems to be off to a good start, although if the government wants to 

truly be an IT-effective, it needs to work on cultivating the people that can make it 

happen. 

Looking ahead: Tailwind of 'digital defeat' 
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Prime Minister Suga said at the Digital Agency's unveiling that he hopes the new 

branch will "not just reform bureaucracy, but the whole country." Ishikura Yoko, 

who is in charge of the agency's day-to-day affairs, said, "Digital technology will be 

the driving force behind building a new society." 

Maruyama believes the time is right, as Japan's "digital defeat" may have given 

the organization the push it needed. "There is a shared sense of crisis over 

Japan's dismal digital handling of the coronavirus pandemic," he said. "COVID-19 

has made Japan realize the importance of digitalization. This is serving as a 

tailwind of sorts for the Digital Agency." 

Interview with 

Maruyama Yuhei, 

Executive Chief 

Analyst at Dai-ichi 

Life Research 

Institute and an 

expert on technology 

and innovation 

 

Even if all goes well in digitalizing Japan, the Digital Agency will still have much 

work ahead of it. Ueyama cautions that a digitalized society could leave certain 

people behind, a problem requiring further measures. "The elderly or people with 

disabilities are some of the most avid users of administrative services, but they 

tend not to be as tech-savvy as other demographics." 

Whether Japan can emerge successfully from its "digital defeat" may determine 

where the world's third-largest economy will stand in the coming decades. The 

Digital Agency needs to get maximum momentum from the tailwind and enforce 

reforms effectively – all the while being careful to incorporate everybody in its 

plans for a truly digitalized society. 

 

Yanaka Marie 

NHK World Anchor and Reporter 
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デジタル庁の発足を機に「わが国行政のDXが遅
れている。民間のIT人材も活用して整備を急ぐべき」
という声がある。これには賛成だが日本の行政のIT
化自体が著しく遅れているかというとそうでもな
い。たしかに国連データでは日本は行政DXの世界
ランキングで第14位で上位にはいない。しかしわ
が国は戸籍も税も年金もいちおうシステム化されて
いる。問題は省庁のシステムが縦割りで国と自治体
の連携がなく、自治体間もばらばらで、おまけに個
人認証の仕組みが統一されておらずユーザー側の使
い勝手が悪いという点になる。
ちなみに上位はエストニア、シンガポール、韓国、

デンマークなど小国が多い。多くは比較的新しい国
で行政サービスもシンプルだ。ところが日本はもと
よりフランス、ドイツなど古くて大きな国では古く
から続く福祉や医療制度に修正を重ねて維持してき

ており複雑だ。デジタルトランスフォーメーション
（DX）以前に組織や制度を簡素化すべきだがそれが
政治的都合もあってできない。だからDX化といっ
てもテクノロジーの応用以前の課題が大きい。

もうひとつ話題の行政DXにおける民間人材の活
用についてはどうか。私は賛成だ。民間のIT人材が
もっと行政改革に関わるべきだろう。しかし、現実
には民間企業でもIT人材が足りていない。中でも、
クラウド、アプリケーション、データベース、アナ
リティクス、セキュリティなど最先端分野は経験者
が少なく、どこでも引っ張りだこの状態だ。
そこで考えるべきは、「いったい行政のどの分野
でどういう民間IT人材が必要なのか」だろう。まず
考えるべきは、そもそも行政の全ての分野が自前
でITシステムを持ってそれを運用する必要があるの

今年9月にデジタル庁が発足した。コロナ禍で日本のデジタル改革の遅れが露呈したという指摘もあり、
デジタル庁は行政と民間のデジタル改革の旗振り役として期待されている。そこで、元マッキンゼーのパー
トナーで東京、大阪、愛知など各地の首長顧問として自治体改革を主導する慶應義塾大学総合政策学部教授
の上山信一氏に、デジタル庁への期待や行政DXの今後の展望について話を聞いた。

取材／狩野英司（行政情報システム研究所）、平野隆朗（同）
文／末岡洋子

行政DXを考え直す ―民間IT人材
の登用に過剰な期待は禁物

慶應義塾大学総合政策学部教授

上山　信一

1日本の行政DXはそれほど
遅れていない

2民間IT人材の投入よりも民間IT企
業へのアウトソーシングを考えよう
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行政DXを考え直す ―民間IT人材の登用に過剰な期待は禁物

か、ということだ。
行政のIT化はその業務の特徴から、大きく3つに

分けて考えたい。1つ目は空港やダム、警察、信号
の管理、防衛関係など行政特有の社会インフラのシ
ステム。2つ目は巨大なBtoC事業である年金や保
険などの事業。3つ目は主に自治体が行う市民サー
ビスだ。1つ目は、金融機関、電力、鉄道のような
業界と同様の高度の処理能力とセキュリティを必要
とする。自分たちでサーバーやデータベースを抱え
主体的に運用管理する。2つ目も難易度は高いが、
すでに損保や生保などが大型のシステムを構築し、
運用のノウハウを持っている。ここにアウトソーシ
ングすることも考えられよう。3つ目の市民サービ
スはもっと簡単だが、プライバシーに関わる情報も
扱うところがやっかいだ。だが基本的にかなりの部
分は民間に外注できる。なぜならユーザーのプライ
バシーの保全が必要なのは一般のビジネスでも同じ
だからだ。
こうして考えると行政DXは、そもそも業務の特

徴に合わせてまずアウトソーシングできるところは
アウトソーシングすることから始まる。そうすれば
行政のDXの対象領域も必要な人材も減る。さらに
言えば、行政が民間並みのサービスを目指すと言う
のも果たして正しいのか。行政は低コストで全員に
一律の平等なサービスを提供するのだから全分野で
民間のECサイト並みのサービスを市役所がやる必
要はない。例えば出生届や引越し届はネットで出せ
たら便利ではある。だが、たかだか人生に数回だ。
そのために巨額の費用をかけるなら意義は薄い。

ともあれ行政が自分でITを運営する分野も残る。
その場合には民間のIT人材に来てもらいたいと考え
るのは理解できる。しかしここで重要な指摘をした
い――民間IT人材が政府や自治体で働こうと思わな
い最大の理由は給与と長時間労働だ。この点を行政
側が理解し真剣に対策を練らない限りなかなか人は
集まらない。
もうひとつ大事なのは仕事の面白さだ。行政職員

は「政策立案に関わりたい」あるいは「土木のプロ
として空港を作りたい」といった理由で政府や自治
体で働こうと考える。企業ではできない天下国家の
仕事、あるいは困っている人を助けたいという動機
が大きい。ところが、IT人材の場合、行政機関で日
常の定常業務をこなすシステムの運用をやるよりも
Google、AmazonあるいはITベンチャーの仕事の
方が最先端で面白いし報酬も高いと考えがちだ。
行政機関の場合、ITを使ってサービスや社会にイ
ンパクトを与えられるか、何かすごいことができる
かどうかもまだ見えにくい。例えば航空会社ならデー
タ分析をやれば、運賃やダイヤに影響を与え、経営
に大きなインパクトを与えうる。だが行政では今の
ところデータ分析をしても政策は変わらない。最近
はやりのEBPM（エビデンス・ベースド・ポリシー・
メーキング）では、もちろん医療や学習の効果をデー
タで測定し、最適な医療政策が導き出せるといわれ
る。だが実態は先進国の一部で経済学者が主導する
だけでわが国の行政分野ではデータを重んじる慣行
が希薄だ。ちなみに行政でも、保険、年金、医療な
どではビックデータを使う。しかしこれはITという
より、シンクタンクや統計のプロ、学者の仕事だ。
行政現場では決まったことを粛々とやるのでITが
得意とする“変革”や“イノベーション”は簡単に
起こせない。IT人材にとって規制のない世界の方が
面白く、そんな人材を行政に引っ張ってくることは
難しい。

3IT人材にとって役所は
あまり魅力的でない

インタビューに答える上山氏（AIS撮影）
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このように考えると、“ITを使って行政をイノベ
イティブ（革新的）にする”などということは、掛
け声は勇ましいが、かなり難しいとわかるだろう。
むしろ、行政のITを民間にアウトソーシングする、
あるいは公民連携こそが、イノベーションの入り口
になる。いい例がふるさと納税だ。各地の市町村が
Webサイトを作っても利用者は増えなかった。と
ころが民間サイトが顧客サービスを代行するように
なって、一気に楽しく便利なものになり、利用者が
増えた。文系、特に法学部卒の官僚たちは役所が政
策を作っているからIT人材にとっても魅力的な職場
だと考えがちだ。しかしそういう固定観念はITでは
通用しない。役所のIT化は、ホンモノのIT人材にとっ
て必ずしも面白い分野ではない。

冒頭で記したように、市町村の市民サービス、年
金や保険などについては、民間企業へのアウトソー
シングをもっと活用すべきだ。そこで必要になるの
が、「何を外に出すか」「どこに出すか」を見極める
能力、いわゆる外注管理能力が必要だ。外注する
にしてもITのことがよくわかっていないと、「出す」
こと自体の判断や管理ができない。ところが役所に
は発注能力がある人はあまりいない。だから過大な
スペックの大型システムを発注して無駄遣いをした
りする。
ではどんな人がこの能力を持っているのか。実は

これまで事業を受託していた人が一番詳しい。海外
では、元々 IT企業にいた人が政府機関など行政側
に転職し、調達のアドバイザーや調達担当に就くこ
とがよくある。建築では以前からよくあることで、
例えばシアトル市では、元ゼネコンの幹部が雇わ
れ、低コストで業者に発注するノウハウを伝授して
いた。日本の行政現場にも“ITゼネコン”という言
葉があるように事業者に仕事を外出ししている。な
らばシアトルと同じ状態を作ればいい。
理想的なのは、ITゼネコン出身者が発注側のトッ

プになること。天上がり（逆天下り）の形になる。
そうすれば発注コストは下がるし、無駄なものも頼

まなくなる。ちなみに東京都副知事の宮坂学氏は、
元ヤフーの取締役会長でITゼネコンそのものの出身
ではないが目利きの力はお持ちだろう。全国の自治
体にIT業界の元幹部が入っていけば、そして、受け
入れる議会や知事がこの人たちの能力や知識をうま
く活用できるようになれば、大きな変化が起きるだ
ろう。“毒は毒をもって制する（？）”というと少し
失礼な言い方になるが、ITゼネコンはどの部署がど
んなことを頼むと効果的かよくわかっている。なら
ばOB人材を活用すべきだろう。

さて民間IT企業から人材を採用しなくても、その
都度、ボランティアで雇う方法がある。それがシビッ
クテックだ。例えば日本各地には、ボランティアで
行政DXを支援する民間人材の団体がある（コード・
フォー・ジャパンなど）。例えば東日本大震災時、
小規模な町村では、罹災した住民の補助金申請など
の手続きすら手伝えないという状況に陥った。さま
ざまな支援制度が用意されているが、国、県、市町
村にどういう制度があるか、閲覧し、申請書をダ
ウンロードできるWebサイトがない。――そこで、
アスコエパートナーズ社がボランティアでサイトを
作った（復興ナビ）。

4求められるのは「出す能力」、 
逆天下りでIT大手出身者を確保

5地方自治体は
シビックテックを活用せよ

（出典）（株）アスコエパートナーズ

復旧復興支援ナビ　ポータルサイト図表1
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行政DXを考え直す ―民間IT人材の登用に過剰な期待は禁物

さらに別のITプロたちは、人材不足の町村でアプ
リの発注仕様書を代行して書いた。今までの余計な
仕様を削り、さらには、“6段階の決裁だが3段階で
いいのでは？”など、業務プロセスの改革も提案し
た。その結果、発注額が当初予定の2割程度の料金
になった例もあるそうだ。さらに最近は大手IT企業
の社員が副業として神戸市などの自治体のサポート
をする動きもある。
小さな市町村はなかなかIT人材を雇えない。こう

いう場合は、民間へのアウトソースのほかに、業務
委託の形で近隣の政令市などに頼む手もある。県が
音頭を取って、県下の市町村向けのシステムを作る
のもいい（北海道などの例）。さらに大きく、数個
の市町村が組合を作ってやった方がいいところもあ
りそうだ。どれくらいの単位がいいかは、県内2～
3個の市町村が目安になるがこれは自治体が自分た
ちで議論していくべきだ。
ついでに言うと、デジタル庁にも自治体でITに携

わっていた人が参加すべきだ。彼らは国がどこまで
やる、どこから市町村に任せるべきかがわかってい
る。国がよく審議会を作るが、メンバーには市町村
にいるモチベーションが高い人を集めるべきだ。民
間に目を向けるまでもなく、キーマンは実は市町村
という住民の身近なところにいるのだ。

さて、自分たちでIT人材を抱えるべき重要イン
フラ分野のDXはどうか。世界各国の軍隊や警察は
ハッカー対策に追われる。日本でも人材不足が深刻
だ。安全保障は行政の肝の部分なので、アウトソー
スすべきではない。その上で、年収2,000万円とも
言われるホワイトハッカーと呼ばれる人たちの力も
借りなければならない。セキュリティ分野で優秀な
人材を確保し維持するためには、給与体系を変える
しかない。厚生労働省には医師の給与テーブルがあ
る。同時に、インフラやセキュリティに関わるプロ
が行政ITの専門家としてやっていけるよう、給与体
系、人事制度を変えなければならない。
人材育成のシステム作りも重要だ。ITセキュリ

ティは国立高等専門学校機構が人材を育成してお
り、それなりに成果が出ている。しかし、通常の大
学や専門学校でももっと学べるようにすべきだ。専
門学校を出て警察官になる人はいるが、専門学校に
は政府のセキュリティにつながるコースがない。育
成と養成も含めて投資が必要だ。セキュリティの専
門大学を1校作ってもいいぐらい、仕事の量に対し
て人材が足りていない。
セキュリティは政府の本質なので、高度な技術と
知識が求められる。一つの矛盾は、セキュリティ専
門家は周囲に自分の仕事について語れないというこ
とだ。周りからどういう仕事をしているのか理解さ
れず、リスペクトも得られにくい。例えばGoogle
で働くのと同じくらい警視庁でITセキュリティを担
当するというのはすごい。しかしマスコミはそうい
う人材を知らないし取材したり紹介したりしない。
そんな中で多くの学生がこの分野を目指すようにす
る宣伝発信の仕組みが必要だろう。

ここまで述べたことをまとめると、①デジタル庁
を作るのはいいけれど、行政DXは一律的に進める
のではなく、アウトソースできるところはどんどん
する。そして、②各省庁や自治体のITトップに民間
のIT企業のOBが就任し、発注能力を高める。③シ
ビックテックも利用する。このように官から民へと
いう流れで進めればIT活用は進むだろう。
ところが今は、民から官にIT人材を入れようとし
ている。個別に成否は見極めるべきだが私は疑問が
ある。そもそも、行政とITは水と油のような関係で
ある。ITはイノベーションの塊で、行政のスピード
では永遠に追いつけない。発注仕様書を作成してい
る間に時間が経ってしまい発注内容が時代遅れに
なってしまう。
デジタル庁は、各省庁がITゼネコンに頼むと割高
だから、横串を通してコストを下げるという発想だ。
しかしそれ自体が時代遅れかもしれない。巨大なシ
ステムをそもそも発注して自分で持つ必要がない。
むしろ仕事を丸ごとアウトソーシングしてしまえば

6セキュリティ人材の育成と
確保は最重要課題

7行政はDXの前に
やるべきことがある
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いい。
デジタル庁の設立はマイナンバーカードの普及、

自治体システム仕様の標準化などのきっかけになる
ので、否定はしない。しかし、それだけで行政DX
が進むものではない。デジタル庁が当面やれること
は調達の改革であって、それはDXではない。
例えば運転免許証とマイナンバーカードの紐付

け。これはずっと議論されているが、実現しない。
こういうデータ連携をDXの入り口と考え、デジタ
ル庁はどんどん進めてほしい。戸籍や年金なども政
府が一元ルールを決めるべきだろう。しかし、一生
に一回しかない死亡届のような手続きのIT化にはあ
まりメリットがない。政府はどこのどういうDX化
を進めるのかよく議論する。そして自治体にもきち
んと予算をつけるべきだ。
デジタル庁はあくまで出発点だ。各省庁、各自治

体が業務の本質を踏まえた上で、ITのどこを自分た
ちでやって、どこをアウトソーシングするか、それ
をよく見極めて進めることに期待したい。

上山　信一（うえやま　しんいち）
専門は企業戦略＆組織改革。1957年大阪市生
まれ。京大法卒業後、旧運輸省を経て米プリン
ストン大学院修士卒。1986年からマッキンゼー
（パートナー）、米ジョージタウン大学研究教授を
経て07年から現職。ほかに企業の取締役・監査役・
顧問を兼務。またビジネスモデル学会・行政学会・
公共政策学会の理事や大阪府市・愛知県・東京都
の顧問等を歴任。著書に『改革力』『大阪維新』等。
世界117か国を旅した。DMMオンラインサロン
「街の未来、日本の未来」主宰　https://lounge.
dmm.com/detail/1745/

デジタル庁への３つの期待

民間企業

自治体
対市民サービス
／業務系

中央省庁
（庁内業務合理化系）

ふるさと納税や復興
ナビなどの先例

国と自治体のサービス接続
自治体のレベル上げ

効率化、シンプル化

調達 利活用 サービス
（価値創造）

レベルⅢ（官民ＤＸ）
・スマートシティ
・スーパーアプリ
・官民データ連携

レベルⅡ
（住民サービスデザイン）
・マイナンバー活用
・サービスデザイン

レベルⅠ
（調達改革）
（省庁統合）
・健保等とマイナ
ンバーの連携

（出典）本人作成

デジタル庁への3つの期待図表2
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