第１章

問題意識と研究方法

第１節 問題意識と研究目的
1. 研究の背景と動機
筆者は、1995 年以降 2009 年末に至るまで、西アフリカ（セネガル）
、東南アジア（カンボジア）
、
南アジア（スリランカ）に滞在していた。この間約 15 年が経過したことになる。ひとたび我が国
に戻って実感させられたことは、この僅かな期間において地域の活力が著しく減衰しているとい
うことであった。筆者自身は開発協力事業を実践するなかで、いわゆる途上国の国づくり、地域
の発展というものに取り組んできた。しかし、実は我が国においてこそ、地域が衰退しこのまま
では繁栄が持続しなくなるという深刻な問題がある、これまでの経済成長モデルが行き詰まって
いるのではないかと危機感を抱くようになった。
例えば、地方都市の中心市街地を見てみる。それぞれの街の駅周辺に広がる中心市街地は、少
数の例外的事例を除いては全国的に衰退局面にある。駅前商店街には空き店舗が目立ち、多くの
店舗がシャッターを下ろしたままの状態になっている。場所によってはアーケードの骨格が錆び
つき、屋根や照明などかなりの修復を要する状態になっており、もはや廃墟を見るも同然のたた
ずまいを見せている。廃業した駅前百貨店の建物がそのまま残っている光景は珍しいものではな
い。
本来、その地域の街の中心部は、人が集い賑わいを見せる場所であったはずなのに、どうした
ことであろうか。筆者はアジア各国の中心市街地の賑わいを広く経験しているゆえ、その寂れよ
うは衝撃を伴うものでもあった。
そこで展開されている商業は時代や流行を捉えた洗練されたものではなく、若い世代を引き込
めるような業態として展開しているものはほとんど見ることができない状況にある。そこに賑わ
いは感じられない。人通りはまばらで、明らかに顧客を失ったことがうかがえる。
その賑わいはどこへ行ったのか、顧客はどこへ向かっているのか。地方都市の中心市街地を離
れ郊外に向かうとその回答を容易に得ることができる。郊外型大規模ショッピングセンター、そ
してこれを中心に出店しているチェーン展開の店舗には、多くの人々が買い物や飲食に訪れてい
る光景を目にすることができる。人々のニーズに応え生活を豊かにする、時に喜びをも与えると
いう役割の担い手がその地域の人々の手から離れつつある様相を呈している。
時代に適合したサービスを提供する者が顧客を獲得し成長していくことが資本主義社会の前提
であり、こうした巨大資本による流通・小売、飲食業によるサービスが主体となる経済へと再編
成されるのは時代の流れであることは事実として受け止めなければならない。しかし筆者は、こ
の商業の再編といえる現象は重大な問題をはらんでいると認識するようになった。
これら巨大資本によって展開される商業は、基本的に大量生産・大量消費による標準化された
多店舗展開を志向するチェーンストア経営である。渥美（1992、p.10）によると、
「欧米における
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歴史的経験からみれば、そうした画期的な経営的効用1が生まれてくるのは、標準化された店舗が
200 店以上出そろってからのことである。つまり、200 店以上を直営するようになって、初めてチ
ェーンストア独特のお値打ちを、国民の暮らしに提供することができるのである。そしてこれが
ものすごい効果を発揮してくるのは、やはり 500 店舗を超えてからなのだ」としている。現実に
多店舗展開することで効率性が高まり、商品の売価を下げて競合優位に立つことができるため、
各社はできる限りの出店を全国に（また海外にも）展開している。
その結果として生まれている現象は、画一化、均質化という言葉で集約できると考えられる。
つまり、商業再編は、全国的に標準化されたサービスが既存の商業を淘汰していく過程である。
個々の店舗によるサービスが標準化されていることと共に、標準化された店舗を集積させてつく
りあげるショッピングセンターは事実上ひとつの「まち」を作り上げていると言ってよく、新た
なライフスタイルをも生み出しているといえる。しかし、そこで生まれるライフスタイルとは、
これも日本中どこにあっても共通のものであると考えてよい。
これが景観にも影響してくる。商業再編の結果出現する郊外の幹線道路沿いに形成される景観
は、これも全国共通のものであり、そこに地域性は存在していない。
もっとも、画一化は商業再編が本格化する以前の段階から、地域独自の風土や景観を放棄して
アーケード街となった各地域の中心市街地の商店街にもみられる現象であった。
こうして進行していく画一化現象は、人々の、自らがその地域の人間であることの認識、その
ことへの誇り、自らの住む地域への愛着を後退させていっているのではないかと考えられる。こ
うした自己認識、誇り、愛着というものは、地域を再生し新たな活力を得ようとするときにはま
ず不可欠な精神的支柱になるもののはずである。
さらに、商業再編の動きは地域における経済諸活動の結び付き、地域内循環の後退を招いてい
るといえる。経済活動は、製造、生産、物流、販売、投資、消費、労働といった活動が相互に結
び付いて成立するものであり、それぞれの活動にはそれぞれの担い手が存在している。新たに出
現している巨大資本による商業はグローバルに編成されたサプライチェーンを基盤に商材を調達
してくるため、これらの諸活動のうち、製造、生産、物流、販売、投資の活動は出店している地
域がその担い手とはならない。結果的に、地域において「消費」という行動のみに限定されてい
く過程となっていく。かろうじて、新規に出店する店舗に就労する人の雇用が促進されるという
ことはあるが、製造、生産、物流、販売、投資の活動の担い手が減少すれば、地域における農商
工のきずな、地域循環を後退させていくとともに、やがては就労機会も減少していくことになる。
その結果、魅力ある仕事をもとめる若い世代は地域を離れていくことにもなる。地方の少子高齢
化に歯止めがかからない要因ともなっていると思われる。
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「そうした画期的な経営的効用」
：渥美（1992、p.6, 8, 84, 85）
「素晴らしい〝暮らし〟」という「国民生活へ
のご利益」が具体的になることであり、豊かさが大衆化し、日常化すること、
「一挙に国民の大部分、およそ
8 割くらいが豊かさを享受できる状態にすること」そして「たまさか何かすばらしいことができるという状
態のこと」ではなく、
「ずっと良い状態が続くこと、高級化ではなくて日常化」することであると説明してい
る。
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巨大資本はそこに購買力があると判断するから出店する。しかし、全国どこでも見られるよう
に、それが一大商業集積地として開発され地域の商業における主勢力となっていくと同時に、地
域経済の諸活動の後退、地域の就労機会の減少、若い世代の地域離れという波及効果を生んでし
まう。そうすると地域の購買力もやがて衰えることになり、そこで巨大資本は撤退を決断、新た
に購買力ある市場を世界規模で開拓し出店するという戦略をとっていく。
渥美（1992、p.8）によると、この商業再編の結果として現在では各地で主勢力となってきた「日
本のチェーンストア志向企業群は、日本国民の暮らしを、チェーンストアという経営システムの
力によって、根本的に革命的に向上させようと意図している」という。結果、現実に人々はこれ
まででは考えられなかったサービスをかつてない安価にて享受できるようになったことは確かで
ある。しかしその一方で、地域が経済の主役から退き衰退に向かうという局面を迎えることにな
り、地域も巨大資本経営の店舗もその繁栄が持続していかないという状況へと至ることになる。
ここまで、巨大資本による標準化された多店舗展開を進める流通業の進出に伴う商業再編の現
象について考察した。地域経済の諸活動が後退し地域循環の機能が低下していることにつき、こ
の商業再編の動きが大きな影響力をもってきたことは確かであるが、商業再編の動きのみにその
要因を求めることはできない。
商業に限らず、あらゆる産業分野の企業（活動）が全国規模、国際規模に成長し 20 世紀以降の
経済をリードする存在となってきた。「20 世紀にはいって垂直統合型の大企業が登場し、独立的
大企業システムが経済発展の単位になると、地域経済の意義は後退した」
（中村 2008、p.3）、そし
て地域は「経済発展あるいは競争力の単位（源泉）
」（中村 2008、p.17）から「自律的な地域経済
の内部構造をもたない」
「他律的な断片経済へと変容」（中村 2008、p.19）していった。
19 世紀（のイギリス2）においては、
「自己完結できない小さな企業が、産業ごとに特定地域に
集積し、地域内での競争と協力の仕組みをつくり、地域的な競争力を企業の競争力の源泉に追加」
（中村 2008、p.17）していた。そして、
「地域内においては特定産業にかかわる社会的分業、関連・
供給産業の発達が経済の地域内循環を活発にし、地元市場向けの産業や域外からの移入品への需
要を増やし、農産物需要を高めながら、背後地農村との多面的結び付きをもっていた。経済活動
の主体としての小企業は単一立地企業であり、意思決定から生産現場に至る一連の企業活動は同
一地域で行われていた。それゆえに、特定産業首都3は、生産の中心地であるだけでなく、経営者
や技術者の集積地であり、商品取引機能や金融・法律サービス、教育、メディアの発展を生み出
した」
（中村 2008、p.17）
。
19 世紀から現在にいたるこの変動において、重要なポイントが二つあると考えられる。企業が
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ここで中村（2008）が 19 世紀のイギリスの状況を念頭に説明している地域経済の様相であるが、日本では明
治以降 20 世紀前半までに形成されたものと考えられる（中村自身もこの前提に立っていると考えられるが日
本でいつ発現したかを明確にしていない）
。本研究では検証しないが、中村が「特定産業首都」と名付けた都
市は炭鉱、製鉄、セメント、造船、紡績等の「重厚長大」とよばれる産業を基幹とするものとして高度成長
期の日本にも見られたものである。
特定産業首都：中村（2008、p.17）は、この典型例として 19 世紀イギリスにおける「製鉄－造船業のグラス
ゴー、印刷・製本業のエジンバラ、製鉄－刃物・金属食器のシェフィールド、紡績―綿織物のマンチェスタ
ー、製鉄―造船―防衛機構のリバプール、金属製品―機械のバーミンガム」を挙げている。
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「自己完結できない小さな」存在から、
「垂直統合型の」「独立的大企業システム」としての巨大
な存在へと変貌したことと、産業構造の変化が進行したことである。
中村が「特定産業首都」と名付けた都市における基幹産業となるものの多くは製造業を中心と
し「重厚長大」の産業として類型されるものであるが、これらの産業自体がもはやイギリスにお
いても日本においても衰退したものである。つまり、特定の製造業を基幹産業として地域が経済
発展の単位、源泉となるモデルが通用する時代が終わっているのである。
企業が自己完結できない存在から独立したシステムを有するようになったということは、自社
が成長するうえでの源泉、基盤というものを特定の地域に求めることなく、これをグローバルな
環境のなかで自ら戦略的に構築していくことになったということである。製造業において最も典
型的な動きは製造拠点の日本国外への移転であり、これにより地域に既存の分業、供給の仕組み
が失われ、企業城下町とよばれる都市は一気に衰退することになる。
すでに議論した流通業もまた同様に自己完結できるシステムを自ら構築し、商品の供給先を海
外に求めるようになり、低価格化を進める。その結果として、例えば一次産品の食糧品、農産物、
海産物、食肉類など、国内の生産者への発注が減少しかつ熾烈な価格競争にさらされ、生産者個々
の収益が圧迫される。
こうして、経済の地域内循環を生み出してきた旧来の製造業を軸とする特定産業による社会的
分業、関連・供給産業の発達というモデルは、少なくとも日本ではこれが機能する時代がいった
ん終焉を迎えたと考えられる。このことは筆者が商業再編と呼んだ全国で展開される現象よりも
20 年程度先だって始まり、地域経済の意義を後退させてきた。そしてこの 10 年間で本格化した
商業再編の動きはこれをさらに加速させていったと考えることができる。
こうして地域内の循環、製造・分業・供給・購買のつながりが後退していくにともない、価値
観や利害を共有し互恵関係をもって成り立つ共同体機能が後退し、結果的に「個人、あるいは家
族として自己完結する生活が一般的になっていった」（内山、2010、p.157）といえるであろう。
問題はこの状況を我々はどう受け止めるかである。筆者は、これを地域や地域経済の実体が喪
失される危機であると認識する。
ここまで述べてきたように、主に製造業を基幹産業とした経済の地域循環が後退、さらに商業
再編によってこの流れが加速したことにより、地域は独自性を失い、雇用機会を減少させ、従っ
て少子高齢化も加速し、地域が衰退し、存在意義をも失いつつあるといえる。
限界集落という類型がされるような過疎化する集落においては、医療や教育へのアクセスが困
難になりつつあり、近隣の商店の廃業が相次ぐなか公共交通が採算上の問題からサービスの頻度
を落とすあるいは廃線になるなど、基本的な生活基盤が崩れつつある。
こうした地域の衰退は必然的に地域の購買力を低下させるため、あらたな市場をもとめて商業
再編はグローバルに展開されていく。製造業にとっても労働力とともに購買力を海外に求めてい
かざるを得ない状況となってくる。すると、日本の経済活動はグローバル企業が展開する活動の
なかに集約されていく。そこに経済活動が集約されていくということは、必然的に人材もグロー
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バル企業に集約されていき、地域を離れ大都市圏に移る。地域に残る人的資本4はごく限定されて
くる、地域経済の担い手となる人材が確保できないという状況になる。これは空洞化という言葉
によって広く象徴的に語られ、問題視もされていることである。
こうした現象、地域経済の実体がなくなり空洞化する、地域の独自性・存在意義が薄れ、経済
の実体はそのほとんどをグローバル企業が担うという現象がはたして「健全」であると言えるか、
また「幸福」な状況にあるかという問題に行きつく。この現象は、今後日本の周辺国、中国、台
湾から東南アジア各国に拡大していくことも予測される。筆者は、日本は今日不幸を再生産する
モデルに到達しつつあり、そのモデルの「先進国」であり、それを輸出さえする位置あるという
危機認識をもつようになったのである。
このことは、筆者が明治時代よりも以前に日本に長く継続してきた文化、経済、生活の様相を
考察する機会を得たことと無関係ではない。それは、過去 4 年の間に複数回伊勢神宮（以下、
「神
宮」
）を参拝し神宮の営み、式年遷宮5につき学んだことである。
神宮は、森と稲と海をつなぐ水の循環を軸とした日本古来の自然循環社会の有様を現代にその
まま残しているということを筆者は学ぶことになった。そして神宮は日本の独自性～アイデンテ
ィティ～そのものである。20 年に一度、一切を若返らせる新陳代謝ともいうべき式年遷宮により
日本という国が老いて朽ちるとことはなくつねに若返り生命力を保つことを象徴する。
この神宮に具現化されている自然循環と永続性であるが、これは日本において神宮のみにみら
れるものではなく、広く日本の共同体に共通のものであった。日本本来の共同体のありかた、そ
して日本人本来の死生観と信仰を神宮が体現しているといえる。内山（2010、p.16）によれば、
「日
本の共同体は自然と人間の共同体として、生の世界と死の世界を統合した共同体として、さらに
自然信仰、神仏信仰と一体化された共同体として形成されていた。ここには進歩よりも6永遠の循
環を大事にする精神7があった」
。そして、日本において人間は自らを自然の構成要素、自然の一
4
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人的資本（Human Capital）とは、企業や組織の人について、人材（Human Resource）と比べて管理する対象
という側面よりも、能力、技術、知識などの人が組織や企業の業績に貢献するうえでの総合的な力量を指し、
時にサプライヤーなどの取引先の人も包含する概念である。Sullivan（2000, p.229）は、「ある企業の人的資
本とは、従業員、取引先、サプライヤーや他の関連する企業の人々がもつケイパビリティのことである」と
している。
式年遷宮：神宮司庁（2006、p.94-95）によって次のように説明される。
「式年遷宮では社殿を新しくし、奉納
する神宝をまったく同じに新しく作り替えます。それを 20 年に一度繰り返すことによって、大御神の神殿を
永遠のものとして伝えることが可能になった」。「神宮は決して過去の遺跡や遺産ではない」、「遷宮を行うこ
とで、神宮はもっとも古くもっとも新しく生き続ける」
。
ここで内山は「進歩」と「永遠の循環」の概念を対比させているが、
「永遠の循環」というものを継続してい
くための技術や革新というものが存在し、そこには進歩と呼べるものがあるはずである。このどちらかを優
先させるという内山の視点は妥当なものとは考えられない。
「永遠の循環」についての内山（2000、p.39-40、p.93）の説明を次の通り引用する；
「祭りをとおして村人は自分たちが暮らす時空の再確認をする。山の神に守られた山があり、水神に守られ
た川が流れている。その世界があるから自分たちの里もある。自然の世界、神の世界、人間世界が連続して
いて、この連続性がなければ成り立たない自分たちの里」
「日本の共同体は自然と人間の共同体としてつくられている。それだけでなく、生と死を包んだ共同体とし
てつくられているのである。つまり、生きている世界だけではなく、死後の世界をももっているのが、日本
の共同体である。キリスト教のように、死後も神の世界には召されない。森の中で自然と一体となり、神＝
仏となって村を守る。共同体は、そこに生きる者たちにとっては永遠の世界なのである。
」
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部であると捉えていた。「自然」という言葉であるが、これを「『シゼン』と呼んで人間の外に展
開する自然の世界を指す言葉として使われるようになったのは、外来語の自然を翻訳するところ
から発生した。自然と人間をわけてとらえないそれまでの日本の発想では、自然界をまとめて外
的対象としてとらえる言葉はなかったのである」
（内山 2010、p.42）
。
こうして、古来より日本にあった自然循環と永続性をもち自然と人間とが一体となった共同体
のありかたについて考察した時、現代の地域のありかたがそれとは加速度的にかけ離れたところ
に向かっていると認識せざるを得なかったのである。
神宮の社殿も勿論そのひとつであるが、古来よりある日本の社寺、住居の意匠、あるいは服飾
の意匠を見ると、周囲の自然環境と一体感をもって調和する美しさをもっており、そこに自然と
一体となっている精神をもつ人間の創造力が現代では考えられない高い水準の感性で発揮されて
いたことをうかがわせる。日本古来の共同体においては、そうしたものが景観をかたちづくる世
界にあって、人々が自然循環、生命の連鎖というべきものの構成要素となっており、人々はその
ことを常に確認することができていたのである。
しかし、現代において、自らをそうした自然循環、生命連鎖の一部として自己確認できる機会
はほとんど失われていると言ってよい。これはここまで指摘してきた商業再編や、企業が自己完
結できる巨大システムへと成長したことによって、大量生産・大量消費の仕組みがグローバルに
形成され、一次産品の生産と消費の場の距離が大きく離れていったことによるといえよう。
「幸福」とは人によって極めて主観的に感得されるものではある。しかし、人間がその創造力、
能力を十全に発揮できない側面が拡大する、そして本来自然の一構成要素であり、ひとつの生物
種でありながら、そのことを日常的に自覚できず、自然から精神が孤立してしまう現代の状況は
「不幸」であると筆者は捉える。地域経済が意義を失い、地域が衰退し空洞化し、地域に残る人々
が淋しさを感じながらも、猛スピードで進行する産業構造の転換、商業再編の動きに対応しきれ
ずにいることは危機的状況であるが、同時に「不幸」でもある。
筆者においてはこの不幸な状態、危機状況をどう克服できるのかを追及しなければならないと
いう動機が固まった。
2. 問題意識と研究目的
本研究の広義の目的は、前項で確認した危機状況につき、これを克服するために貢献できるも
のを提示することである。
ここまでみてきたように、かつての製造業を中心とした「特定産業首都」のモデルにおいて、
地域は経済発展の単位であった。各企業は、自社が発展する基盤、源泉を自社が立地する地域経
済に求めていた。ところが、産業構造の変化、事業システムの自己完結化・巨大化、商業の再編
成は地域を経済発展の単位から後退させることになった。
この現代の状況において、いかにして再び地域を経済発展の単位として再生し、地域循環の経
済をつくりだすことができるのであろうか。
例えば、新たな産業集積の形によって可能になるという議論がある。中村（2008、p.17）は、
「ポ
スト工業化・知識基盤経済（知識経済）化・成熟社会化の時代に入って、産業が地域的に集積し、
6

企業と企業、企業と大学や研究機関・NPO・行政などの間で、競争だけでない協力の関係を基礎
に形成される地域的ネットーワークシステムが、イノベーションの創出を促進する地域的経済シ
ステムとして機能するようになると、再び、地域経済の経済発展の単位としての意義が注目され
るようになった」としている。中村が類型化した「特定産業首都」は、特定の地域に特定の産業
（主として製造業）とそれに関連する産業が集積されて形成されるものであったところ、産業構
造の変化にともない、イノベーションによって競合優位を確立し価値を生む知識集約型の産業の
集積という新たなモデルが出現しているという。
中村（2008、p.41,43）は、この事例として「特定の半導体などに特化した専門化企業のほうが、
他の企業の追随を許さない創造的な知識や革新技術の強みを発揮して高付加価値を実現し、同じ
地域に集積している他の有力な専門化企業と組んで、ニーズの変化に柔軟に対応することにより、
生産性を向上させ、イノベーションを加速させて、成長している」シリコンバレーや、
「核企業を
軸とする垂直的企業関係の企業城下町でありながら、水平的な協力関係を組み込む複合的な産業
システムを形成して、競争力の源泉に進化させている」トヨタ自動車を核とする西三河自動車産
業地域をあげている。
シリコンバレーのようなハイテク、IT 産業が集積してつくられる地域（経済）はいまや世界的
に類似するモデルをみることができる。インドのバンガロール、台湾の新竹科学工業園区、日本
では筑波研究学園都市などが想起される。また、日本の自動車メーカーが採用した「デザイン・
イン」の手法8が「水平的な協力関係を組み込む複合的な産業システム」を地域において形成した
原動力となっていると考えれば、主要な自動車産業各社が西三河自動車産業地域と同様に地域を
経済発展の単位に押し上げてきていると考えられる。
このように、産業集積モデルは、現在においてもなお一定の説得力をもつものでありその特色
は知識経済時代に対応したイノベーション力を地域全体で作り上げていくところにある。このモ
デルが通用する地域においては、このモデルの長所を最大限に活かすために、産官学が一致協力
していくことは推奨されることである。
しかしながら、こうしたイノベーション創生・ハイテク型の産業集積といったモデルを導入し
て、その経済的効果を持続できる場所となる地域とは、ごく限定されており、ごくわずかな例外
的に導入条件が整っている地域以外の大多数においては、別の道を探っていかなければないと考
えられる。
産業集積を新たにつくりだすには、産業集積地全体としてのビジネスモデルの構築、一定の投
資と時間、主要な企業の誘致といった段階を経なければならない。産官学が共同で取り組むプロ
ジェクトである。ところが、すでに空洞化が進み衰退した地域においては、それが中心市街地で
あっても農村であっても、こうしたイノベーション創生・ハイテク型の産業集積とはほぼ無縁の
ところに存在している。

8

「デザイン・イン」
：中谷（2008、p.255-256）は、日本に際立って見られる新車設計プロセスである「デザイ
ン・イン」の手法が日本車の品質を向上させ、競合優位性を決定づけたものと捉えている。
「日本の自動車メ
ーカーは、設計段階から主要部品メーカーとの間で緊密な情報や意見の交換を行うことにした。部品の発注
を行う段階で、初めて部品メーカーに情報を提供するのではなく、新車を開発する初期の段階から部品メー
カーに設計情報を提供し、最先端の車に仕立て上げるために部品メーカーからも最新の技術情報や提案を組
み上げていく」デザイン・インの手法を実践してきた。
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大多数の地域はこうした産業集積地おけるイノベーション創生を担う人材を有しているわけで
はない。こうした集積地の出現によって生まれる経済効果に期待する受動的な立場に甘んじるこ
とになる。その構造は、
（商業再編の一環としての）大規模商業集積地の出現から得る経済効果や
雇用の創出に期待する態度と変わるところはないといえる。地域は、新たな産業集積地や商業集
積地などから一時的に利益を得ることはあっても、地域循環の経済を創出することにはつながっ
ていかない。従って、そこに持続性、永続性のある地域経済の姿を描くことは困難となる。
このように考えると、衰退局面にある地域の再生においては、地域自らが今地域にある資源を
頼りに取り組んでいくことのほうが現実的であると考えられる。産業集積という目標を設定する
のであれば、今地域には存在しない資源を呼び込むプロジェクトとするより、現在ある地域資源
を軸として進めていく方向性をとることができる。
本研究は、地域が自らもつ資源によって再生するためにはどうすれば良いのかという問題に取
り組むこととする。
ここで、本研究において対象とする地域の単位、そして、地域が自らもつ資源によって再生す
るときにはどのような段階を踏んでいくものなのかにつき、研究の前段階において想定されるも
のを整理しつつ、研究の対象となるところを明らかにしておきたい。
本研究では、地域の再生を、小さい単位の複数の地域がそれぞれ再生していき、これが積み重
なって大きい単位の地域の再生へと結びつくというモデルに従う。
そして、小さい単位の複数の地域がそれぞれ段階的に到達していく目標が以下のように設定さ
れると考える。これを地域再生のロードマップとして図 1-1 に示す。
先に述べた通り、地域内の循環、製造・分業・供給・購買のつながりが後退していくにともな
い、価値観や利害を共有し互恵関係をもって成り立つ共同体機能が後退しているのが現状である
と考えられる。さらに、地域は資本主義経済の発展、近代化の過程を経て自らが行政や企業の力
を借りることなく自力で物事を企画し実践するという習慣から遠ざかっているのが現状である。
再生努力はここから始めなければならない。
地域再生の目指すところは、地域循環経済が再創生され、地域が経済単位としての地位を回復
するところにあるが、再生努力の出発点は目指すところと対比させるとその隔たりが大きく、地
域の人々が実感をもって描くことができるものではないと考えられる。従って、最初にクリアす
る到達点（どこから始めれば良いのか）が何であり、これに続きどのような到達点を段階的にク
リアして目指すところへ向かうのかという見通しをたてる、そのためのロードマップ、青写真と
いうものが必要になってくる。
まず、地域が共同体化される（①）ことである。すでに述べたように、現在地域では個人や家
族単位で完結する生活が一般化しつつある。そこで、今一度共通の価値観や利害にある人々の集
合を共同体化し、経営の対象となる単位とする。これは地域再生を担い推進する主体が出現する
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ことを意味する。
次に、地域資源の再評価（②）である。
「わが町、わが村には何もないと考えていたが、そんな
ことはない、これだけの価値ある資源があるのだ」という気づきにつながるものである。これは
その地の物的資源とともに、地域に住む人々一人ひとりがもっている技術や経験、能力が含まれ
る。
そして、住民の意識が変革され、住民一人一人が再生を推進する、行動する存在となる（③）
ことである。これまで見てきたように、地域循環を基軸とする持続性のある経済・社会の創生は、
自らの地域がもつ資源を頼りに自らの努力によって進められる。これは、現代まで特定産業や行
政に依存していた精神態度を一変させて初めて可能になるものである。
さらに、成功体験とこれへの後続が出現する（④）ことである。再評価された地域資源を活か
しての活動が実を結び、ビジネスとして成り立つようになった、そしてそのビジネスを次世代に
引き継ぐことができるようになったという具体的な体験が出現することは、地域資源による再生
が可能であるという証明となりこれに倣って実践することの連鎖を生むことになる。
次に、富が取り込まれ、一定の蓄積がなされる（⑤）ことである。地域の再生とは、そこに住
む人々の幸福や豊かさといったものが実現されていくこと、そこに住み働くことが歓びにあふれ
たものになることでもある。しかしながら、そのために不可欠なものはお金、富である。再生努
力のなかには、地域に富を蓄積するための事業を興し、これが成果をあげなければならない。
そして、次世代への継承（⑥）である。活力あり自立した地域が持続して次世代に受け継がれ
ていく、次の若い世代が引き続き地域の営みを担っていくという状況をつくりだすことである。
ここまで到達した段階で、一つの地域再生実績として成立するのである。
最後に、再生実績の拡大と連結（⑦）である。以上①～⑥の各到達目標は、ある地域にある特
定の地域のものである。図 1-1 では、
「地域 A」、
「地域 B」と表記した。例えば、集落、商店街、
同業者の組合といった単独の単位である。これら単独の単位ごとにそれぞれのやり方で富を蓄積
し再生した実績が地域において「集積」し、地域内とともに地域間の製造・分業・供給・購買の
つながり、地域循環が再創生され、それが成長軌道に乗っていく。
以上 7 つの到達点であるが、ほぼこの①から⑦の順番に時系列的に達成されていくものである
と考えられる。ただし、①～④については、これらが整然とこの順番で展開されるものではない。
例えば、①地域が共同体化される、とは、②「地域資源の再評価」と③「住民の意識が変革さ
れる」という二つの段階を経て初めて成り立つという考え方は妥当である。ただ②「地域資源の
再評価」という活動を展開し、③「住民の意識が変革される」という目標を達成するうえで、そ
こに共同体がなくてはならないことは確かである。
9

図 1-1: 地域再生のロードマップ

⑦再生実績の拡大・増殖・連結
～広域の地域再生～

⑥次世代への継承

⑥次世代への継承

⑤富の取り込み・蓄積

⑤富の取り込み・蓄積

④成功体験と後続の出現

④成功体験と後続の出現

③住民の意識が変革される

③住民の意識が変革される

②地域資源（再）評価

②地域資源（再）評価

① 地域が共同体化される

① 地域が共同体化される
② る

地域 A

地域 B

（出所）筆者作成
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また、③「住民の意識が変革される」については、ある瞬間の決定的な経験をもって一気に能
動的・主体的なものへと入れ替わることもありうるが、例えば②「地域資源の再評価」の結果と
して半信半疑ながら「もしかしたらここから何か道が開けるのではないか」という意識が生まれ、
それが④「成功体験の出現」と⑤「富が取り込まれ、一定の蓄積がなされる」を経た段階で「自
分たちの力で地域再生ができる」と確信に近いものに変わるという具合に、意識の変容は①～⑦
を通して継続して起こるものである。
本研究は、このように想定される段階的目標を達成していくこと、このロードマップのとおり
に、地域再生を進めていくためにはどうしたらよいのかを追求するものであるが、焦点は複数の
地域によって構成される広域の地域ではなく、個別の地域において再生の取り組みをいかにして
始動（activate）するかにある。
これは、個別の、最小単位の地域において実績を作らないことには、広域の地域再生を成り立
たせることができないからである。図 1-1 で示した「地域 A」、
「地域 B」をいかにして再生の軌
道に乗せることができるのか。
「地域再生の始動」
、これが本研究のテーマである。
本研究は、以上のような背景をもって


最小の単位の地域において、衰退前の原型、衰退局面にある現在と到達目標としての再生
後に見えてくる地域の姿を対比し、その相違はどこにあるか



到達目標へと向かう再生を始動するときに、どうすれば最小単位の地域を経営の単位とす
ることができるか＝どうすれば最小単位の地域が経営力をもつことができるか

を明らかにしていくことを試みるものである。
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3. 「地域」
「共同体」
「経営」
「地域再生」「地域再生の始動」の概念
ここで、本研究において使用する主要な概念について、以下の通りにその定義を整理する。
表 1-1：本研究における「地域」
「共同体」「経営」「地域再生」「地域再生の始動」の定義
地域：

特定の地理的領域、そこにいる人々、及びそこで成立し営まれる社会・経済・
文化の総体。
（原則として農山村の一集落あるいは市街地の一商店会といった単位（人口 1000
人程度以下、世帯数、事業者数 200 程度以下）を想定。）

共同体：

地縁的つながりを軸として一定の利害を共有する人々の共同生活及び共同事業
の様式。

経営：

理念に基づき、必要な資源を調達・動員し合理的な道筋をつけて、目的や目標
を達成していくこと。

地域再生：

地域が地域資源の活用を基軸に社会・経済・文化の発展の単位としての地位を
回復するプロセス9。

地域再生の始動： 地域における（個人、世帯、個人事業主などの）
「個」の集合を共同体化し
経営の単位とし、実際に経営を機能させるプロセス。

（出所）筆者作成

これらの定義は、本論文においてこれらの概念（用語）を用いる際に適用させるものである。
これらの概念（用語）は、本研究を離れた時にはそれぞれ別の意味をもった概念（用語）として
使われることもある。
地域：
「地域」には、大きく三つの意味が含まれる。特定の地理的領域（①）
、特定の地理的領域にい
る人々（②）、特定の地理的領域で成立し営まれる社会・経済・文化の総体（③）の三つである。
地域の再生というときの「地域」は③の意味をもつ。
本論文では、
「地域」は文脈に応じてこれらのいずれかの意味をもつものとする。
地域には人々が存在しており、人々によって様々な営みがなされている。この人々とその営み

9

プロセス：特定の企業や組織内部における、またサプライヤーや取引先を含むステークホルダーと共に構成
される「業務プロセス」とは異なる概念である。ここでいうプロセスは、地域が衰退局面に入って脆弱とな
っている状況から経営努力を動員して実践を重ね、脆弱性を克服し自立した社会・経済・文化の発展のため
の単位となるという変革がなされるまでの過程のことである。
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によって生まれる社会・経済・文化のありさま全体を包含して地域という概念が形成される。そ
して人々の営みのあり方によって、発現する社会・経済・文化のあり方が規定されてくる。
地域（＝「特定の地理的領域」
）における人々の営みが活発である場合には、社会・経済・文化
の発現もまた活発になる。これが低調であれば、社会・経済・文化の発現もまた低調となる。後
者の場合、地域（＝「特定の地理的領域で成立し営まれる社会・経済・文化の総体」）は「衰退」
の局面にある。
地域（
「特定の地理的領域」
）の中に共同体を形成することができる。
地域（特定の地理的領域にいる人々）を共同体化することもできる。これは、地域にいる人々
の数が少ない場合に可能である。
本研究においては、再生の試みの対象としての「地域」を原則的に最小の単位、例えば農山村
の一集落あるいは中心市街地の特定の一商店会といった単位（人口 1000 人程度以下、世帯数、事
業者数もしくは商店主数 200 程度以下を想定）のものとする。
共同体：
本論文においては、共同体を構成する人々は基本的に同じ地域内、共通の地理的領域の中にい
るものとする。
「地縁的つながりを軸として」いるのである。
ただし、共同体は、通常地縁的なつながりを持たない者同士でも成立する。衣食住のあらゆる
活動・営みがグローバルな空間において展開されている現在、その傾向はますます強まっている
と言える。本論文では、地縁的なつながりを軸としない共同体のことを意識的に「コミュニティ」
と呼んで区別をする。
共同体はまた、何らかの背景をもって利害を共有する人々によって構成される。そして共同体
に属する人々は、地域内において共同で生活する、共同で事業を営む関係にある。
そして、
「地域」は経営の単位にはならないのに対して、共同体は経営の単位になる。
共同体の経営が活発に行われるならば、地域における社会・経済・文化が活発となる。
共同体における活動・営みの結果が地域の実相を決定する。
単独の個人による活動・営みでは社会・経済・文化を形成することはできない。
経営：
経営は企業とともに、都市、市町村、学校、病院など営利、非営利を問わず、人々によって構
成される共同体や組織に等しく求められるものである。
上に述べた通り、「地域」を経営することはできない（「地域」は経営の単位にはならない）が
「共同体」を経営することはできる（
「共同体」は経営の単位になる）
。
そして、いずれもプロセスである「地域再生」そして「地域再生の始動」はともに経営するこ
とができる（ともに経営の単位になる）
。
地域再生：
本研究において地域再生とは、地域資源を基軸にするところに力点を置いている。本論文中で
これより「地域再生」の言葉を用いるときには、地域資源を基軸とするものに限定されている。
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例えば前項であげたイノベーション創生・ハイテク型の産業集積のモデルなどは「地域再生」の
取り組みとして扱われない。
地域再生の担い手は共同体である。
「人々」の集まりはこれが共同体化された時に、地域再生の
担い手となりうるのである。
地域再生の始動：
地域再生の始動においては、経営が二重に働くことになる。
地域再生の始動とは、地域に共同体を形成すること、もしくは地域を共同体化することから始
まる。そして、形成された共同体が自らの地域を再生させる（社会・経済・文化の発展の単位と
しての地位を回復させる）ことのできる経営力を身につけるに至るまでのプロセスである。
従って、そこに至るまでのプロセスの経営が働く。
その次に、もしくはこれと並行して共同体が実際に行う経営が働く。
本研究のテーマは、この地域再生の始動をどう行うか、いかにして地域を再生の軌道に乗せる
かにある。
前項で述べた通りであるが、地域再生に向かっての出発点がここにある。最小単位の個別の地
域の再生が積み重なって、広域の地域の再生へと結びつくのである。
この最小単位の地域の具体的な規定については、これも研究の対象となるものであるが例えば
農山村における一つの集落、あるいは、中心市街地における特定の商店街組合などが想定される。
規模としては、人口 1000 人程度以下、世帯数、事業者数もしくは商店主数 200 程度以下が適切か
と考えられる。
地域の規模が大きくなればなるほど、ここに共同体を形成すること、これを共同体化すること
が困難になる。適正規模についての検討が必要となる。
本章の第２節ではこれをどう研究するかその方法を示すとともに、それに基づいた本論文の構
成と概要を示すこととする。
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第２節 研究方法
本研究は次の手順と方法とる。
（1）地域衰退の要因についての考察：
地域を衰退に向かわせてきた要因、時代の流れや環境の変化を考察する。現代において進行中
の現象は地域の衰退であり、これは再生に向けて克服しなければならない現実である。
ここでは、社会経済のグローバル化もしくは全国規模化の衝撃がどのようなものであるか、そ
の実態についての分析を行い、これが地域にどのよう影響を及ぼしているかを考察する。
（2）地域衰退と再生を理論化し、内発的再生の概念を規定：
衰退前の地域の状況、衰退している地域の状況と、再生した未来の地域の状況をモデル化し対
比することを試みる。
これを「相互依存関係」の概念を中心にしたものとする。
「相互依存関係」のあり方に焦点をあ
てて、衰退前の地域の状況、衰退している地域の状況と、再生した未来の地域の状況をモデル化
する。
そして、内発的な地域再生の条件とは何かを明らかにする。
（3）再生始動モデルの設定：
本研究のテーマである再生始動モデルの構築を試みる。ここでは、衰退した地域の状況と、再
生した未来の地域の状況の隔たりを見極め、それを埋めていく再生の第一歩となるプロセスをど
う設計するかにつき検討し、モデルとして提示する。再生始動モデルは地域を共同体化し、経営
の単位とすることを基軸とする。
共同体が経営を行うことになる、従って、そこにはビジョンと戦略の策定、財務（資金の）マ
ネジメント体制の整備が必要であるという認識にたってこの作業を進める。
（4）再生始動モデルの検証：
これまでの研究業績や、プロジェクト事例の成果を動員して（3）で試みた再生始動モデルを検
証する。
検証にあたっては；
-

ビジョンと戦略の策定における事例として組織開発実践者の取り組み、バランスト・スコ
アカード構築支援者の取り組み、国際協力プロジェクト実践者の取り組みの実際と、彼ら
が根底に持っている人と組織に関する理論を参照する。

-

共同体における財源マネジメントのあり方について、筆者が支援者として従事した、カン
ボジアの首都プノンペンの病院再生の事例、スリランカの津波被災地域の復興支援の事例、
そして日本の地域再生として鹿児島県柳谷集落の事例を参照する。

筆者は国際協力の現場において、依存からの脱却、脆弱性の克服という目的のもとでプロジェ
クトを立案し、実践してきた。本研究のケーススタディにおいて自らが関わったプロジェクトを
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とりあげているが、複数のプロジェクトを比較しつつ、成果を上げた要因は何であったか、所期
の目標を達成できなかった要因は何かにつき分析を加えることにより、教訓を導き出すことがで
きることを期待する。
筆者は過去に変革プロセスの学術的研究を行っている。これは継続的により高い業績をあげる
ことのできる組織へと変革するためのプロセスについての研究である。米国を中心とする組織開
発（Organization Development）実践の方法論、そしてバランスト・スコアカードの設計と運営の
方法論の二つを事例として考察し、これと戦略経営論の成果を関連付けてより効果的に戦略実行
のできる組織へと変革するための方法論として試みたものである。この研究成果を動員すること
は、同じく変革のプロセスである地域再生を考えるうえで貢献するものがあると期待している。

第３節 本論文の構成と概要
本論文は次の８章よって構成されている10。
第１章 問題意識と研究方法
第１節 問題意識と研究目的
第２節 研究方法
第３節 本論文の構成と概要
第２章 競合環境の拡大激化と地域衰退の現状
第１節 経済における競合環境の拡大深化
第２節 地域の現状 ～衰退の局面へ～
第３章 地域衰退と再生の理論
第１節 香取市佐原地区にみる繁栄と衰退
第２節 地域の繁栄・衰退と再生
第３節 地域における相互依存関係の原型と変容
第４節 相互依存関係の再構築 ～内発的地域再生へ～
第５節 内発的地域再生の条件
第４章 「内発的再生始動モデル」の設定
第１節 「再生始動」の位置づけ
第２節 「内発的再生始動モデル」の構成
第３節 まとめ：内発的再生始動モデル
第５章 「内発的再生始動モデル」
：先行の実践事例による検証

10

「目次」参照
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第１節 組織開発 Organization Development
第２節 バランスト・スコアカード構築支援プロジェクト
第３節 まとめ
第６章 「内発的再生始動モデル」
：国内再生事例による検証
第１節 鹿児島県柳谷集落「やねだん」
第２節 香取市佐原地区
第７章 「内発的再生始動モデル」
：プロジェクト事例による検証
第１節 スリランカ津波復興支援
第２節 プノンペン・チャムカーモン病院自立支援
第８章 結論／本研究の成果と今後の課題
第１節 モデル検証の総括
第２節 「内発的再生始動モデル」
：原動力／メカニズム／適用単位
第３節 本研究の成果と今後の課題
第２章「競合環境の拡大激化と地域衰退の現状」では、地域が衰退していることの現状認識を
行っている。ここでは、経済のグローバル化、企業活動のグローバル化がもたらしているインパ
クトと、地域が衰退している現状を入手可能な統計データを用いて把握する。
第３章「地域衰退と再生の理論」においては、本研究で中心的概念になる「内発的再生」とは
何か、その条件とは何かを規定する試みを行っている。
まず、第１節において香取市佐原地区を例にとって地域の繁栄と衰退の経緯を探る。
第２節では地域の繁栄と衰退を共同体と経営の観点、相互依存関係の観点をもって構造的に説
明が可能であることを論じた。
続く第３節から第４節において、地域の相互依存関係の構築のあり方を「原型」
（タイプ A）
「衰
退局面」
（タイプ B）
、再生努力の「到達目標」（タイプ C）に類型している。
第４節においては、
「到達目標」に向かう再生努力を「内発的再生」として実践していくために
必要な条件を導き出す作業を行った。手がかりとした先行研究は、鶴見（1986）らの内発的発展
論、ダグラス・マグレガー（1960）の X 理論・Y 理論であり、JICA、UNDP などが指針としてい
る「キャパシティ・デベロップメント」概念、先行事例として「カンボジア赤十字社プノンペン
支部強化事業」を検証した。
その結果、内発的地域再生においては、
「ビジョンと戦略」
「自主財源」
「実行体制」が必須構成
要素であることを論じた。
第４章「
『内発的再生始動モデル』の設定」では、この必須の構成要素を軸にして、戦略論、戦
略経営論の先行研究、地域再生における財源確保の現状とマイクロファイナンス手法、国際協力
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事業におけるプロジェクト・サイクル設定の手法などを検証し、
「内発的再生始動モデル」を設定
し、本研究の仮説としている。
「内発的再生始動モデル」では、内発的再生に必須の 3 つの構成要素それぞれに「サイクル」
を設定し、始動段階ではそのサイクルが少なくとも一巡すること、二巡目以降は再生始動の段階
を終えて「持続成長段階」に入る、と設定した。
第５章では、同モデルの「ビジョンと戦略の策定・浸透」、「実行体制の構築」の考え方の妥当
性を、
（組織開発）Organization Development とバランスト・スコアカード構築支援の事例を用いて
検証している。ここでは、彼らが組織に対する支援を行う際のサイクルのつくり方、ビジョンと
戦略の策定・浸透を進行する際の技術、そして彼らが支援を行う際に根底に置く人間観、組織観
に焦点を当てている。
第６章では、国内の再生事例（鹿児島県柳谷集落、香取市佐原地区）を用いて、また、第７章
では筆者が携わった開発プロジェクト事例（スリランカ津波復興支援、プノンペン・チャムカー
モン病院支援）を用いて同モデルの検証を行っている。
同モデルを用いて、事例で取り上げた地域（共同体）がどの再生段階まで進んでいるかを見極
める作業を行った。また、モデルの「サイクル」の展開状況を基準とすることで再生段階を見極
める作業がうまくできるかを検討し、モデルの「サイクル」設定の方法の妥当性を第８章まで引
き続いて検討している
第８章では、モデル検証の総括を行う。事例検証を通して得られた示唆を取りまとめて、モデ
ルの原動力となるものが何か、モデルの根底にあるメカニズムはどのようなものであるかを整理
することを通してモデルの概要を取りまとめている。
そして、本研究の限界と今後の課題を整理している。
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第２章

競合環境の拡大激化と地域衰退の現状

第１節 経済における競合環境の拡大深化
1. 競合の拡大激化
資本主義によってもたらされた競合は11、グローバル化を伴い現代において拡大激化し続けてい
る。
これを例えば国内における流通において検討してみると、どのような現象が見いだせるか。顕
在化しているものは、シェア争奪と価格競争である。
少子高齢化によって市場が徐々に限定されていくなかで、小売業は低価格を武器にシェアを獲
得することで生き残りをかける戦いに挑んでいる。
下記に示すのは、チェーンストア経営システム研究会（ペガサスクラブ）による、
「全国小売業
内業態別売上高占拠率の変化」である。ここに「百貨店」～「その他の業態」と記されているも
のは、チェーンストアを含む「ビッグストア」のことである。ビッグストアによる全小売業の売
上高に対する占拠率は、この 30 年で 26.9%から 64.5%の過半数まで倍以上の増加をみせている。
表 2-1：全国小売業内業態別売上高占拠率の変化
単位：%
2009

1995

1980

百貨店

7.5

8.7

9.0

日本型スーパーストア

8.9

11.1

スーパーマーケット

13.3

8.9

ホームセンター・オートセンター

3.7

2.1

コンビニエンスストア（FC を含む）

8.4

n/a

n/a

ドラッグストア

3.9

n/a

n/a

専門店

13.8

7.7

3.0

その他の業態

5.0

4.1

0.9

合計

64.5

42.6

26.9

14.0

（出所）ペガサスクラブ（日本リテイリングセンター）
（2010）資料「JRC 調査 『ビッグストア統計』の変化」
http://www.pegasusclub.jp/pdf/statistics.pdf

チェーンストアを含むビッグストアにおいては同業他社が存在し、他社との競合が生まれ、こ
れは全国規模で展開されるものである。これが安売り競争の様相を呈し、デフレ現象を構造化し
ている。
さらに、インターネットの普及によりネット通販という新たな業態が生まれ急成長したこと、
11

本研究では以下の三つの次元にて進行するものと捉える。いずれも、商品／サービスの品質と価格、そしてシ
ェアを巡って展開される。
一つ目は、企業間の競合。
二つ目に、企業と地域社会の競合。典型的には大型小売業と地域商店との競合。
三つ目に、地域内における同業者同士の競合。
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さらに、ネット上で同一または類似する品目の商品について、複数の販売店における売価が消費
者側において瞬時にわかる環境12が整ってきた。これが競合・安売り競争を熾烈化させるさらなる
要因となっている。
木内（2010、p.14-15）は、
「インターネットの普及で、価格情報が売り手の元から買い手の元へ
移ったため、もはや価格設定は売り手の意向通りにはならなくなった。販売店のマージンは減っ
ていき、低価格戦略でいくらシェアを拡大しても、なかなか利益に結びつかないような状況が起
こってきた。つまり『勝者なき競争』の世界に突入して」おり、「『誰も勝つことのできないシェ
ア争い』『誰も勝つことのできない価格競争』」の世界に突入しているのではないだろうか」とす
る。
この「勝者なき」あるいは「誰も勝つことのできない」という表現は、現実に業績の好調な流
通業が存在しているなかでは必ずしも当てはまるものではない。しかしながら、全小売業のなか
で全国規模での競合をもつ業態（ビッグストア、チェーンストア）による売り上げが 65％に迫り、
かつネット販売の急成長、ネット上での価格情報の普及が加わって、競合はかつてない熾烈な様
相を呈しており、結果的に敗者を生むことともなっている。
競合の拡大激化は流通に限らずあらゆる産業分野にみられ、各社がこれへの対応に追われてい
る。儲かると分かれば、同じような商品をぶつけ合い、過当競争で体力をすり減らしてきたのが
日本企業の常であったといえよう。
製造業においては、労働コストの低い労働者を求めて生産拠点を海外に移転する動きが、歴史
的円高にさらされる現在さらに加速している。これは空洞化という問題を引き起こしている。
また、多くの企業ができる限り正社員を減らし派遣やパートなど労働コストの低い雇用形態を
増やしてきた。その結果「日本全体の労働者の 3 分の 1 が非正規雇用の社員となっている」
（中谷
2008、p.316）
。これは、貧困の問題にもつながっている。
海外移転によって既存の取引先との関係を断ち企業城下町が衰退する、雇用改革によって強み
であった自社の企業文化が損なわれる。そういった負のインパクトについては充分承知しておき
ながら実行せざるを得ないのは、競合他社が実行して自社が実行しなければ競合に負ける、つま
り自社の経営が成り立たなくなる危機に直面するという現実があるからだと考えられる。
2. グローバル再配分システムの出現
現在、資本主義経済が成長し企業活動がグローバル化することに伴い、グローバル化された再
配分システムが出現している。これは、ヒト、モノ、カネというあらゆる資源を巻き込んだ形で
展開されている。グローバル化した再配分システムを本研究では「グローバル再配分システム」
と呼ぶ。
企業が競合において優位性を保つためには、品質を保持しつつ価格競争に勝利しなければなら
ない、つまり提供する財やサービスの単価を出来る限り下げなくてはならない。そのために各社
は自ら洗練されたサプライチェーンをグローバルに構築する。ここで追求されるものは生産また
12

価格比較サイト「価格.com」の月間利用者数は 2010 年度に 3000 万～3500 万人で推移している。（カカクコム
社企業情報（http://corporate.kakaku.com/company/userdata_kakaku.html）による）
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は消費の規模を拡大しこれを効率化していくことである。
昨今、ほとんどの流通企業が「地産地消」の推進を企業理念に加えているが、これはこれら流
通企業が世界各地から商材を調達してビジネスを展開してきた結果としてグローバル再配分シス
テムが出現し、今日では「地産地消」と呼ばれる旧来のローカル再配分システムを後退させたと
いう事実があるからである。
グローバル再配分システムは、旧来のローカル再配分システムとの間に摩擦を生じるか、ある
いは旧来の再配分システムを後退させている。
中谷（2008、p.93）はこの状況を「私たちは消費者であると同時に投資家であり、また労働者
でありながら市民でもある。同じ人間の中に四通りの異なる価値を追及している主体が同居して
いるのである」と指摘しつつ批判的に考察している。本来は「消費」、「投資」、「労働」、「生活」
のそれぞれの機能が地域に限定されたマーケットの内部で相互に連関し、一定の再配分が自己完
結している状況にあった。
一方、前述したように、競合の拡大激化に対応して、企業はこぞって雇用改革を断行した。し
かし、
「ローカルな資本主義においては資本家が労働者を徹底的に搾取することは、労使双方の共
倒れを招いてしまう」
（中谷 2008、p.97）とともに、
「地域に限定されたマーケットにおいては、
生産と消費が一致しているのだから、消費を拡大するめには賃金をそれなりに上げないと、企業
の収益も増えない」ので、
「適切な再配分を行うことのほうが、資本主義の成長にとっては有利で
あった」
（中谷 2008、p.97）
。
ところが「グローバル資本主義の時代に入ると、資本主義はその様相をすっかり変えてしまっ
た」
（中谷 2008、p.98）という。その意味するところは；

-

現在の資本主義経済は「地域に限定されたマーケット」という枠を超えている。

-

現在、地域において生産と消費は一致していない。

-

現在の資本主義の成長モデルは、旧来のローカル再配分システムとは異なる次元にある。

ということに整理することができる。
一方、フリードマン（2006）は「フラット化」
「グローバリゼーション 3.0」という概念を用い
ながら、グローバル再配分システムが拡大の速度と深度を加速させている有様について興味深い
考察をしている。
フリードマン（2006、p.21-22）によれば 1402 年から 1800 年ころに「グローバリゼーション 1.0」
が起こり、そこでは「自国をグローバルな競争やチャンスにどう適合させればよいか」等が課題
であった。そして、
「グローバリゼーション 2.0」はおおまかに 1800 年から 2000 年まで続いたも
ので、
「自社は世界経済にどう適合するのか」等が課題であった。つまり、ここまでは国家そして
多国籍企業がグローバリゼーションの主体であった。
しかし、2000 年前後から始まっている「グローバリゼーション 3.0」においてもはや世界は「フ
ラット化」しつつあると表現できる段階に入っており、その根底には「個人がグローバルに力を
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合わせ、またグローバルに競争をくりひろげるという、新しく得た力」
（フリードマン 2006、p.23）
があるとする。
この「新しく得た力」とは「共同作業のためのプラットホームが突然使えるようになった」
（フ
リードマン 2006、p.135）ことによりもたらされたもので、このプラットホームは「パソコン（誰
でも自分のコンテンツをデジタル形式で生み出すのを突然可能にした）、光ファイバー（個人がほ
とんどただ同然で世界じゅうのデジタル・コンテンツにアクセスするのを突然可能にした）、ワー
クフロー・ソフトウェアの発達（世界じゅうの個人が、距離に関係なく世界のどこからでも同じ
デジタル・コンテンツの共同作業ができるようにした）といったものが収束して生まれた」。（フ
リードマン 2006、p.23-24）
このような「フラットな世界のプラットホーム」
（フリードマン 2006、p.23）の出現により、個
人や小集団が「グローバルに力を合わせ、またグローバルに競争をくりひろげる」主体に加わる
ことが可能になった、これが世界を「グローバリゼーション 3.0」の段階へと導いたということで
ある。
「共同作業のためのプラットホームが突然使えるようになり、世界のどこからでもプラグ＆
プレイができ、競争に参加し、接続できるようになった ― 作業をシェアし、知識を分かち合い、
会社を立ち上げ、
商品やサービスを創造したり売ったりできるようになった」
（フリードマン 2006、
p.135）のである。
フリードマン（2006、p.135-283）は、共同作業の六つの形が出現しているとし、それぞれ「ア
ップローディング」「アウトソーシング」「オフショアリング」「サプライチェーン」「インソーシ
ング」
「インフォーミング」と名付けて、次のような事例を紹介している。


アップローディング：アマゾン（ネット通販）、ウイキペディア（ネット百科事典）、コ
ミュニティ開発（リナックス、ファイアーフォックス）
、ブログ



アウトソーシング：インドへのアウトソーシング（主として IT 分野）



オフショアリング：中国の WTO 加盟（2001）



サプライチェーン：ウォルマート（流通）のグローバル・サプライチェーン



インソーシング：UPS（宅配便・運送）のビジネスモデル：宅配に連動させた多様な業
務の受託



インフォーミング：グーグル（検索サイト）

そして「グローバリゼーション 3.0」の衝撃が大きさについて「従来の大変化とは本質的に違う。
速度と範囲が桁外れなのだ。
（中略）今のフラット化の過程は、時間がワープしているような速さ
で進み、直接的もしくは間接的に地球のかなりの範囲の人々に同時に影響をあたえている。新し
い時代への移行は速く、そして幅広く、破壊的な力を秘めている」
（フリードマン 2006、p.75）と
する。
このフリードマンの説明のうち、「ワープしているような速さ」「破壊的な力を秘めている」と
いう表現にはいささか誇張も感じられるとともに、
「新しい時代」がどんなものであるか、未知数
のままである。
しかしながら、フリードマンの考察から確かに確認できることは、
「フラットな世界のプラット
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ホーム」が世界どこにあっても瞬時にアクセス可能になり、これがグローバル再配分システムを
さらに拡大・深化させていくインパクトになっていることである。そして、
「フラットな世界のプ
ラットホーム」の利点を活かした革新的なビジネス（モデル）を構築できるかどうかが競合にお
ける優位性を決定づける要素に加わっているということである。
以上を踏まえると、
「グローバル再配分システム」が拡大深化する現実は、地域に対して機会と
脅威の両方を与えていることがいえる。
グローバリゼーションは中村（2008、p.54）によれば「それぞれの地域経済が、国家の首都を
経由しなくても世界と直結する、世界的存在となる道を拓いたといえ」るとともに「世界の産業
と競合して停滞に陥る地域経済や、グローバル経済から排除されたまま貧困にあえぐ地域経済が
生まれているという影の部分が存在している」。
「世界的存在となる」に至るとき、その入り口として「フラットな世界のプラットホーム」を
すでに利用できる環境が整っているということである。既存のプラットホームにアクセスしその
利点を活かして経済活動を展開できるという機会をもたらしている。ただし、アクセスする、利
点を活かすという行動に際しては一定の学習と技術の蓄積が必要である。
一方で、
「世界の産業」のなかの勝者は、すでに「フラットな世界のプラットホーム」を駆使す
る技術を蓄えつつ革新を積み重ねたビジネスモデルによる高い競合優位性をもっており、今後も
より強力なビジネスモデルを携えて地域に入り込んでくることになる。そうすると、地域に既存
のビジネスはますます苦境にたたされ、
「グローバル経済から除外され貧困にあえぐ」という局面
が深刻化する脅威となる。

第２節 地域の現状 ～衰退の局面へ～
1. 商業と農業
前節では、現代の資本主義経済において、競合の拡大激化が進んでおり消耗戦の様相を呈して
いること、グローバル再配分システムの出現により「経済が『地域に限定されたマーケット』の
枠を超えている」「地域における生産と消費の不一致」「旧来の再配分システムと異なる次元にあ
る」という現象がもたらされていることを議論した。
表 2-2 に示すのは、1985 年から 2010 年までの全国の就業者総数とそのうちに占める自営業主と
雇用者それぞれの総数の推移を示すデータである。
これを見ると、過去 25 年間のうちに、自営業主の数が一貫して減少しているのに対し、雇用者
の数が逆に一貫して上昇していることがわかる。
「自営業主」は主として地域社会に根を下ろした事業者である一方、
「雇用者」が就労する組織
には公的機関も含まれるが、グローバルに事業を展開する企業も含まれている。
その自営業主数が減少していることは、上記の通り整理したグローバル再配分システムによっ
て現れた現象を裏付けると考えられる。フリードマンが「グローバリゼーション 3.0」の要因とし
てあげた、個人や小集団（すなわち自営業主）が「グローバルに力を合わせ、またグローバルに
競争をくりひろげる」主体に加わってきている現象は、旧来の再配分システムの担い手がさらに
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加速して減少しているかをうかがわせる。
表 2-2：全国の就業者総数・自営業主数と雇用者数内訳
就業者総数

自営業主

雇用者

Employed

Self-employed

Employee

Person

worker

昭和 60（1985）年

5672 万人

869 万人（15.3%）

4277 万人（75.4%）

平成 12（2000）年

6337 万人

711 万人 （11.2%）

5284 万人（83.4%）

平成 22（2010）年

6267 万人

587 万人（9.4%）

5453 万人（87.0%）

25 年間で：

595 万人増

287 万人減

1176 万人増

（出所）総務省統計局労働力調査（2011 年）より筆者作成

ここで商業の現状につき、商店街の実態について検討してみる。
平成 21 年度の「商店街実態調査」13によると、次のようなデータがある。
ここでは、自営業主の減少が商店街の平均店舗数の減少と一致していることが読み取れる。そ
して、77%の商店街が「衰退している」か「衰退の兆しがある」状況にあり、来街者については
やはり 77%の商店街で減少している。
表 2-3：全国商店街の店舗数、景況、来街者数変化
【店舗数推移】
：
商店街の平均店舗数は 51.7 店。平成 18 年度調査の平均店舗数（59.2 店）と比べると 7.5
店減少。昭和 60 年度の平均店舗数 85.7 店と比べると 34 店減少。
【最近の景況】
：
繁栄している」が 1.0％、
「繁栄の兆しがある」が 2.0％。
「衰退している」が 44.2％、
「衰
退の恐れがある」が 33.4％、
「まあまあ（横ばい）である」が 17.9。
【最近 3 年間の商店街への来街者数変化】：
「減った」が 76.8%、
「増えた」が 5.6％。
【来街者が「減った」とする要因 上位 5 位】：
「魅力ある店舗の減少（55.1%）
」
、
「近郊の大型店の進出（54. 6%）」、
「業種・業態の不足
（48. 5%）
」
、
「地域の人口減少（33.3%）
」、
「駐輪場・駐車場の不足（16.5%）
（出所）
（株）ちばぎん総合研究所 2011「商店街実態調査」の統計資料をもとにより筆者作成

自営業主である商店主にとって、商店街での商売が徐々に成り立たなくなり、廃業する、ある
いは「雇用者」として転身するという行動へと移っていると考えられる。
来街者の減少の要因として、個々の商売の自主努力が不足していることがうかがえる「魅力あ
る店舗の減少」ともに、
「近郊の大型店の進出」が 54.6%を占めている。つまり、グローバル再配
13

全国の商店街（商店街振興組合、事業協同組合、任意団体）を対象に（株）ちばぎん総合研究所が平成 21 年
11 月 1 日に調査。有効回答件数は 3,607。
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分システムによって成り立つ流通に対する敗退である。
次に農業について考えてみたい。
表 2-4 が示しているように、農業・林業従事者数は、過去 55 年間で実に 1200 万人近く減少し
ており、かつて 1400 万を超えていた農業・林業従事者は、第 2 次産業、第 3 次産業へと吸収され
ていくこととなった。
表 2-4：全国の就業者数と農業・林業従事者数及び非農林業従事者数の推移
就業者

農業・林業従事者

非農林業従事者

昭和 30（1955）年

3946 万人

1436 万人（36.4%）

2517 万人（63.8%）

昭和 40（1965）年

4713 万人

1090 万人（23.1%）

3629 万人（77.0%）

昭和 50（1975）年

5194 万人

628 万人 （12.1%）

4567 万人（87.9%）

昭和 60（1985）年

5812 万人

471 万人 （8.1%）

5341 万人（91.9%）

平成 7（1995）年

6455 万人

344 万人 （5.3%）

6111 万人（94.7%）

平成 17（2005）年

6360 万人

263 万人 （4.1%）

6097 万人（95.9%）

平成 22（2010）年

6281 万人

241 万人 （3.8%）

6039 万人（96.1%）

55 年間で

2335 万人増

1195 万人減

3522 万人増

（出所）総務省統計局労働力調査（2011 年）より筆者作成

自営業者の減少とともに、農業者も減少していることを見ると、産業構造の変化により、地域
に根ざした地域内流通、地域内循環の経済の担い手である人の絶対数が著しく減少していること
を示している。
その減少し続ける農業者の現状は厳しく、殆どの農家は兼業化している。専業農家としてやっ
ていけるだけの収益を得られるビジネスとしては成り立たなくなっている。
これについて木内（2010、p.41）は、歯止めのかからない食のデフレ現象が農業者の収益を圧
迫し続けていると指摘する。現在ではすでに、農産物の主な納入先は個人商店ではなくチェーン
展開している流通業、スーパーマーケット業界である。業界は競合に勝つために少しでも価格を
低く抑えて販売しようとする。農業者は「最高品質の野菜や果物を、可能な限り安い金額で販売
できるように日々努力を重ねて」いても、
「デフレの勢いは凄まじく、価格低下がどんどん進み生
産者の利益を大きく圧迫しているのが実情」
（木内 2010、p.41）である。
ここでもグローバル再配分システムによって成り立つ流通業との関係が影響を及ぼしているの
であるが、ここにあるのは「敗退」ではなく農業者が流通業に対して従属せざるを得なくなって
いる、価格決定の主導権を得られなくなっている現実である。
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2. 農商工の絆と独自性の喪失
ここまで商業、農業についてみてみたが14、地域の商店街商業は衰退し、農産物の納品先は地域
の商店街ではなくチェーン展開の流通が主体となり、個々の農業者の収益性は極めて低いという
現実が読み取れる。旧来のローカル再配分システムに拠ってきた地域社会が、現代の資本主義経
済からは疎外されているのみならず、疎外された旧来のローカル再配分システムそのものがグロ
ーバル再配分システムに入れ替わられ消滅しつつあるという現象である。結城（2009、p.85）の
述べるとおり、
「かつて昭和 40 年代までは農商工のきずなは強かったが、その後は農村人口の流
出、流通環境の変化で、農と商工の関係は希薄になってしまった」のである。
また、結果として地域社会が個性、独自性というものを失いつつある、人々から地域性の観念
が失われつつあることも想起しておかなければならない。
結城（2009、p.86）によれば、
「地域固有の風土と知恵の結晶と不可分のものとして存在した」
「地域特産品は高度な技術革新や広域流通システムの発達によって相対化され、後退を余儀なく
され、消えていくものも少なくなかった。そのため地域資源に対する関心は薄れ、大量生産、大
量流通、大量消費社会の定着は、資源の概念を『大量に生産供給されるもの』との認識を固定化
させ、地域に内在する少量の資源はますます忘れられていった」のである。
失われた、あるいは後退を余儀なくされた地域資源として、景観をあげることできる。日本に
おいて自然景観や農村景観は際立った美しさを保っているところが多く残っているが、都市景観
については、
「街並みに統一性がなく、電柱・電線が走り、乱雑な広告・看板が目につく」もので、
「特定のところ以外は美しいとは言えない」
（田村 2005、p58）
。
その結果として田村（2005、p.63）は「街への愛情もないし関心も薄くなり」、「都市生活の歓
びがなくなり無感動になる」状況を引き起こすことになるとしている。逆説的ではあるが、美し
く文化的に価値のある景観とは、街への愛情を呼び起こす、都市生活の歓びを増大させる力があ
る。その街の風土が生き、その街の文化を表現している景観であれば、その街の人々の誇りとな
り、独自性（アイデンティティ）を強くするとともに、その街の界隈に商業空間としての機会が
増大する。景観は、地域資源である。
その景観が美しくなくなった、醜くなった主原因として、田村（2005、p.62）は道路港湾、学
校や駅などの多様なインフラ整備の「公共的事業の結果」で、
「国や自治体が率先して街の景観を
壊していった」
（田村 2005、p.62）と批判している。
しかしながら、景観の地域性、独自性が決定的に奪われたのは、グローバル再配分システムの
拡大に伴ってのここ 20 年間ほどの間である。地方の幹線道路沿いには全国いたるところので、量
販店、外食チェーン店、大型ショッピングセンターなどが軒を連ねる区域がある。三浦（2004、
p.27）は、これを「画一化し、均質化し、固有の地域性とは無縁の、全国一律の『ファスト風土』」

14 住宅業界においても構造変化が起こっている。地域の棟梁のもとに鉛筆を耳にはさんで地域の職人が終結し、匠の技を駆使

して一軒一軒の住宅を建てていくというやり方は徐々に姿を消しつつある。かつては、住宅建設に必要な材料、資材、物資、
什器等一切の生産、物流、販売の流れは地域の中に循環していたがこれが崩壊しつつある。そのインパクトは、阪神大震災
後改正された建築基準法により耐震・安全基準を満たしているかの審査方法が変わったことと、大手住宅メーカーの進出で
あり、従来の大工、工務店、資材店が廃業に致るケースが増えている。
（千葉県香取市にて住宅、店舗等に資材・什器を提供
する個人商店（金物店）経営者からの聞き取り調査による）

26

である15と表現した。現在では、地方において都市にかつてあった賑わいは「ファスト風土」区域
の店舗内に移っているのが現状である。
この「ファスト風土」区域で提供されるサービスは画一化され、均質化されたものであるため、
地域住民の消費のあり方や生活様式をその地その地の地域性とは無縁のものへと変えてきている。
以上のように、戦後の高度成長期から、産業構造の変化を伴いながら農商工の絆が後退し、人々
の地域資源への関心が後退し、地域の独自性が後退するといった現象が進行していった。ついに
は「日本の伝統的共同体は戦後の高度成長を経て 20 世紀終盤になると、ほぼ解体された」16（内
山 2010、p.156）
。そして、これらの現象はグローバル再配分システムの拡大によって決定的に加
速された。
結果として、旧来のローカル再配分システムが後退し、地域が衰退の局面にあることは大勢の
事実として否めないのである。

15 全国一律で提供される「ファストフード」をもじって三浦が名付け概念化した。
16 内山は、ここでいう「伝統的共同体」を、江戸時代・近世において形成されたものとして想定している。
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第３章

地域衰退と再生の理論

前章までの議論において、地域が衰退している現状について経済におけるグローバル化、競合
環境の拡大深化、産業構造の変化などを主要なインパクトとしていること、結果として地域にお
ける農商工の絆が喪失されつつあることを確認した。
これを踏まえ、本章では本研究において追求する概念である地域の「内発的地域再生」とは何
かについて一定の整理をしておくこととしたい。
まず、香取市佐原地区の事例をてがかりにしつつ地域の繁栄、そして衰退をもたらす要因をど
こに求めることができるのかを考察する（第１節、第２節）。ここで、本論文では地域が共同体と
しての機能を有しているか、その共同体に経営が働いているかどうか、相互依存関係の築き方が
どうであるかが鍵になることを議論する。
次に、相互依存関係の形成のありかたに焦点をあてて地域が衰退すること、そして再生するこ
とを構造的に説明することを試みる（第３節・第４節）
。これは、産業構造の変化・経済のグロー
バル化以前の「原型」、現在みられる「衰退局面」、そして再生努力の「到達目標」となるものの
3 つの類型で表す。
第４節では、相互依存関係の再構築（新たに現代の経済社会環境に適合した形で形成しなおす
こと）について事例を用いて検討し、内発的地域再生とは何かを考える上での示唆を導き出す。
まず「内発的」であることの意味について先行の内発的発展論などで展開されてきた概念規定
を考察し（第 3 項）
、これを担う人間（個人）がどのような存在であるか、そして地域の目標に個
人の目標を一致させることの問題を考察する（第 4 項）
。
次に、国際協力事業の領域で検討されている内発性を重視しつつ社会システムの発展を目指す
方法論と、その実践事例を検討し、地域再生において必須となる条件を導き出す。
これらの作業を通して、
「内発的地域再生」を成り立たせる条件について考察し、これを整理し
て提示し（第５節）
、次章以下の議論における前提となるものを形成しておきたい。
第１節 香取市佐原にみる繁栄と衰退
香取市佐原地区は、江戸後期から明治にかけて未曾有の繁栄を経験した地域である。その後昭
和 50 年代くらいまではその繁栄を維持してきたが、特に中心市街地は昭和 60 年代以降にじわじ
わと衰退の局面入っていった。
しかしながら佐原地区は、これ以上の衰退を食い止めるべく、地域資源を掘り起こしこれをさ
らに高める努力が奏功し、一定の成果を収めている。
本節では、こうした佐原地区の繁栄と衰退の経緯を考察し、繁栄と衰退をもたらす要因ととも
に、地域が繁栄しているとは、衰退しているとは、そして再生するとは構造的にどのように理論
的に説明をつけられるのかについて考察したい。
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図 3-1：現在の香取市佐原地区

（出所）NPO 法人 佐原と小野川の町並みを考える会

1. 繁栄の経緯
佐原について考えるとき、まずは現在の利根川が今の姿になったところを踏まえておく必要が
ある。利根川は元々現在のように銚子から太平洋にではなく、東京湾（江戸湾）に流れていた。
度重なる江戸における洪水被害を抑制する目的で江戸幕府により人の手で流れを変えたこと、こ
れが利根川の東遷で 60 年に及ぶ工事は 1654 年に完成したとされる。
この時代の江戸は人口 100 万とも 200 万ともいわれる世界一の消費都市であったが、東遷後利
根川は江戸に物資を運ぶための動脈となった。
東北の物資は、仙台・石巻から千石船で運ばれ、銚子港から高瀬舟に荷を積み替え、利根川を
のぼり佐原を経由して江戸川を下り、行徳を経由して隅田川に入り、浅草蔵前に到着するという
物流が出来上がったのである。
18 世紀に入ると、佐原村は利根川水運の中継地として、また物資の集散地として繁栄し、
「村」
でありながら、関東でも有数の商都となっていた。また、地場産業として醸造業が発展した。1768
年の記録では、酒造家が 35 軒、醤油醸造家が 15 軒を数えており、原料である米や大豆は佐原周
辺の農村から調達していた。
当時の世帯数は 1322 軒、人口は 5085 人であったとされる17。
当時の佐原は、江戸に拠点を置く旗本による統治下にあった。祖税制度は「村」単位で行われ
るのが通例であり（
「村受け制」
）
、これに倣えば佐原「村」が租税の単位となるが、当時の佐原は
租税の単位としては大きすぎたため、村を「上宿」
「下宿」
「本宿」
「浜宿」
「新宿」の 5 つの「町」
に分割して租税の単位としていた。仮に均等に分かれていたとすれば、各町は 25 世帯 1000 人程
度の規模であったと推測される。
それぞれの「町」に定められた税額はこの約 25 世帯の共同責任で納めるという仕組みであった。
佐原の中心を流れる利根川の支流である小野川は、このころには佐原河岸として栄え、その両
岸には大小の商家が軒を並べていた。この賑わいは「江戸優り」と呼ばれた。当時の文筆家赤松
宗丹（1855）は「佐原は下利根川付き第一の繁盛の地なり。村の中程に川ありて、新宿、本宿の
あいだに橋を架す。大橋と云う。米穀諸荷物の揚げ下げ、旅人の船、川口より此処まで先を争い
両岸の狭きを恨み、誠に水陸往来の群衆昼夜止む時なし」とその様子を綴っている。
また、このころ月に 6 回開かれる六斎市は非常に活気に溢れたものであったという。そこでは、
日用品、農産物、海産物、生活雑貨など多様な商品が売り買いされていた。
吉田（2010）によれば、このように佐原が江戸との交流を深めて経済的繁栄を享受したことは、
佐原村に自治的な活力があったことに求められるとしている。経済力をもつ旧家である伊能家、
永沢家とその分家が村内で名主として有力な地位を保ち、指導者としての役割をもち、彼らが町
の意見をまとめ幕府の役人たちと渡り合い、江戸商家との取引を成立させていったのである。
また、商業、小売、物流（舟運）、宿泊、娯楽、製造（醸造）、生産等の業種ごとに同業者組合
が形成され、これが機能していた。
17

現在の香取市のうち旧佐原地区の人口は約 5 万人であり、10 倍に増えている。
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佐原の商工業は明治時代に入っても引き続き各種の卸売業、醸造業が栄え、佐原は北総第一の
商業都市の地位を保っていた。しかし、やがて酒は灘との競合に敗れ18、醤油は銚子や野田との競
合に敗れていった。醸造は江戸時代の最盛期には約二万五千石を越えたが、明治末期には約三千
二百石に減少している。
しかし、それでも佐原の繁栄は継続されていた。江戸時代に栄えた酒、醤油、味醂産業にかわ
り、成長した卸売業を軸足にして、日常生活に必要な物資を扱う商業に経済の中心を移して地方
商業都市としての繁栄を継続したのである。
2. 衰退の経緯
このように繁栄を享受していた佐原であるが、明治時代から徐々にこれに打撃を与える出来事
が起こってきた。
まず、舟運から陸運への移行である。
明治 31 年に佐原に鉄道が開通した。この後、明治 38 年水運の旅客は年間約 4 万 8 千人であっ
たが、一方の佐原駅の乗降客は 10 万人を越えていた。さらに、昭和 11 年には利根川に水郷大橋
が完成、茨城県と千葉県のあいだでトラックによる輸送が可能になり、水上輸送が急速に衰えた。
次に、商業の再編である。
以下図 3-2 に示すのは、平成 3 年から平成 19 年に至る小売業の商店数、年間販売額、売り場面
積の推移、表 3-1 に示すのは、1960（昭和 35）年から 1997（平成 9）年に至る、佐原の商業（卸
売業、小売業）を取り巻く環境を示したものである。ここにみられるように、佐原にある商店数、
販売額、従業員数ともに、日本の高度成長にともなって一定の成長を見せるのであるが、バブル
経済の崩壊の時期を境に、衰退局面に入ったことを確認することが出来る。衰退は現在において
も進行中である。
昭和 50 年代に入り、佐原駅南口の中心市街地・商店街区域に 3 つの百貨店が開業した。これに
伴い、様々な小売業：魚屋、喫茶店、肉屋、食堂、お菓子屋、スポーツ店、用品店などが倒産ま
た廃業していった。それでもこれら 3 つの百貨店に強い集客力があり、中心市街地に訪れ買い物
をする人々は減少することなく賑わいを保っていた。
しかし、平成に入りこれら百貨店が相次いで閉店されるとともにその賑わいは消えて、いよい
よ中心市街地の商業は衰退した。
これと並行して、モータリゼーションの進展と郊外型大型店舗の進出もお客を中心市街地から
奪うことになった。コンビニエンスストアの相次ぐ出店により、周辺地域一帯の雑貨・食糧品店
が相次いで廃業し、ここへの卸を行っていた佐原の商店も連鎖して廃業する状況が展開されてき
た。

18

当時は佐原の酒造業に清酒を作る技術がなかったために灘に敗れたとされる。しかしながら、現在でも 2 軒の
酒造業者が今も事業を継続している。
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図 3-2：商店数・年間販売額・売り場面積の推移（香取市／香取市中心市街地／佐原区）

（出所）香取市（2012）
、
『香取市中心市街地活性化基本計画』
、p.12,13
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表 3-1：
（旧）佐原市の商業：商店数・販売額・従業員数の推移
商店数推移
1970

1974

1979

1985

1988

1991

1994

1997

1999

卸売業

169

200

226

230

218

217

180

172

172

小売業

900

970

995

925

927

884

825

780

751

1964

1970

1974

1979

1985

1988

1991

1994

1997

卸売業

73

138

258

414

571

573

642

621

493

小売業

47

118

238

413

534

590

705

671

647

1964

1970

1974

1979

1985

1988

1991

1994

1997

卸売業

1,221

1,153

1,268

1,413

1,392

1,334

1,539

1,323

1,138

小売業

3,858

3,245

3,548

3,829

3,751

3,898

4,112

3,826

3,697

販売額推移

従業員数推移

（出所）伊能久敬（2006）
『佐原地区の歴史と現状』
、p.68

これらに加えて伊能（2012）は都市間競争における敗退、バブルによる土地の急騰と急落、行
政の区画整理と移転を、佐原に衰退をもたらした要因として挙げている。
都市間競争の敗退は、成田と鹿島・神栖に対する敗退である。昭和 36 年に鹿島工業地帯構想が
できて以降、閑村であった鹿島・神栖は石油コンビナートの工業地帯に成長、この地域に大型ス
ーパーや各種商業施設が整備され、同地域の人々が佐原に買い物に来なくなった。同じ構図が成
田であり、成田国際空港の開港ののちに商業施設が整備され、成田からの買い物客が来なくなっ
た。
バブルによる土地の急騰は特に中心市街地において顕著となった。その結果社会資本（学校、
図書館、市役所、警察、病院等）の整備はコストの低い（＝地価の低い）場所を選ぶことになり、
その舞台を郊外へ郊外へと移していった。佐原の場合、それ自体が人の集まる場所でもある市役
所や図書館、病院がいっせいに郊外へと中心市街地から移転していったのである。これが中心市
街地に衰退をもたらす要因のひとつとなった。そしてバブル経済が終焉し資産価値が下がった時、
商店主らは充分な担保をもつことができずに融資を受けることが困難になった。
中心市街地の商業は、現実のところこうした時代の流れに対応することができないままに衰退
の一途をたどっている。気がつけば若者はほとんどが町を出て就業と生活の基盤を置くようにな
り後継者がいない商店も少なくない。
結果として、全国どこにでも見られる高齢化が進行し、空洞化し、衰退する町の姿が佐原にお
いても現実のものとなっていったのである19。
19

こうした状況下で、再生に向けた取り組み事例として 2 例、歴史的町並みの保存と再生の運動と、中心市街
地再生の運動を第６章第２節で取り上げる。
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第２節 地域の繁栄・衰退と再生
以上の通り、香取市佐原地区を取り上げて、地域の繁栄、衰退と再生の現状についての考察を
行った。ここからは、繁栄・衰退・再生につきいずれもその構造を説明しようとするとき共同体
の観点、経営の観点、相互依存関係の観点を用いることが有効であることが示唆される。
1. 共同体と経営の観点
佐原の繁栄期と衰退期を比較してみた時に、そこに確認できる大きな違いは、地区としての自
治力というものの有無である。別の言い方をすれば（筆者が第１章で定義づけたように）
「地縁的
つながりを軸として一定の利害を共有する人々の共同生活及び共同事業の様式」としての共同体
の有無である。
まず、租税の単位としておよそ 25 世帯をグループ化し、このグループによる共同責任が存在し
ていたことがある。ここに、このおよそ 25 世帯のグループは、徴税に対応するという利害を共有
する共同体であった。
伊能家、永沢家とその分家は村内で名主として有力な地位を保ち、指導者としての役割をもち、
町の意見をまとめ幕府の役人たちとの調整を進めつつ江戸商家との取引を成立させていった。
そして、商業、小売、物流（舟運）、宿泊、娯楽、製造（醸造）、生産等の業種ごとに同業者組
合が形成され、これが機能していた。
つまり、町全体の経済活動を統括する機能がそこにはあり、かつ経済的利害を共有する者同士
による共同体が形成され、佐原全体に経営の働きをもたらしていたと考えられる。
佐原の繁栄期は、江戸時代に始まり、明治・大正まで継続していた。明治に入ると、基幹産業
ともいえる酒と醤油の醸造業が競合に負けて衰退した。しかしその間に卸売業が成長し、日常生
活に必要な物資を扱う商業に経済の中心を移した。
この変容を成し遂げたところに、佐原という地域そのものが時流に適合する能力を持ち合わせ
ていたこと、経営が働いていたことがうかがえる。
当時基幹産業の衰退は突然やってくるものではなかった。じわじわと敗色が濃厚となってくる
に従い、地域に危機感が醸成される。このままでは、地域におカネが回らなくなり全体の景気が
押し下げられる。そうすると、他のあらゆる業種・商業にも影響がでてくる。従って、何か別の
「ビジネスモデル」を構築しなければならないことが自覚され、その結果として経済の仕組みの
変容がおこったものであると考えられる。
これは、江戸時代に築かれた複層の共同体による機能が明治期に入っても持続し、そこに状況
分析と意思決定の仕組みが働いていたと考えられる。
その後の佐原の衰退において、決定的な要因のひとつは駅前百貨店の開業と閉店であった。こ
れは地域が共同体としての性格を失い、経営の働きを後退させる象徴的な出来事である。
当時、相次ぐ百貨店の開業を人々は喜び歓迎したという。それは欲しいモノが手に入る、百貨
店がそれを持ってきてくれる、より豊かな消費生活を楽しむことができる、というものであった。
しかし、そこには落とし穴があった。つまり、地域に必要なものは何であるか、より自分たちの
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生活を豊かに、便利に、楽しくするものは何であるか、これを考え、調達し、流通させる経営の
働きを放棄し、これを百貨店に移譲したといえる。
これは大きな分岐点である。
百貨店開業後には、町は未曾有の人出と賑わいを持っていたという。その賑わいぶりからは「栄
えている町」の表情があったかもしれないが、その時にはすでに衰退の局面に入っていたと考え
て良いであろう。
この駅前百貨店の開業と閉店に加え、30 年あまりという短期間のうちに輸送手段の変化、モー
タリゼーションの進行、都市間競争における敗退、バブルによる土地の急騰と急落、行政の区画
整理と移転という複数の要因が重なることは大きな衝撃であったことは事実である。
しかし、明治時代に酒と醤油の醸造が衰退しても対応し繁栄を維持することができた。
何がこの違いをもたらしたかといえば、それは地域が共同体化されているかどうか、地域に共
同体による経営が働いているかどうかに求められると考えられる。
その後、失われた経営の働きが戻ってくる道筋がたっておらず、地域は共同体としての性格を
後退させたままである。
現在、香取市佐原地区の中心市街地の活性化に取り組むにゼットやっぺい社20によるこれまでの
活動と、今後に向けてのミッションには、実は中心市街地を共同体化し、ここに経営の働きを今
一度作り出すというところにその根幹があるといえる。
「孫兵衛」の試みは経営の担い手になる人
材を育成することにある。そして、
「商店街をひとつの組織として考えており」、
「資金調達から経
営ノウハウまで面倒みることができる力が必要であります」
（伊能、2012）とは、商店街を経営力
をもった共同体とすることを意味している。
地域が再生するためには、
「地縁的つながりを軸として一定の利害を共有する人々の共同生活及
び共同事業の様式」である共同体が形成される、もしくは地域そのものが共同体化され、そこに
経営が働くようにすることが必要である。
2. 相互依存関係の観点
相互依存関係のあり方によっても地域の繁栄、衰退と再生をそれぞれ規定することができる。
相互依存関係とは、異なる主体同士がお互いに足りないものを補完し合う関係であり、そこでは
物資、金銭、情報などがやり取りされる。
まず、繁栄期の佐原を見てみると、相互依存関係を多様に形成していたことが読み取れる。ま
ず地域内の相互依存関係である。これは租税の単位ともなった町のなかの人々の間である。たと
えある個人が定められた水準の額を準備できない場合でも、町としてこれを満たして入れば問題
はない。
六斎市は、近隣の地域との相互依存関係のもとで行われていた。
基幹産業であった酒、醤油の醸造においては、その原料である米や大豆をやはり近隣の生産者
から得ていた。生産者は顧客として醸造業者への依存があった。
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そして、江戸との相互依存関係においては、江戸にはないが江戸で必要としているものを佐原
が供給する、そして佐原にはないが佐原で必要としているものを江戸が供給していた。
こうした多様な相互依存関係が存在し機能していたのであるが、重要な点は、これらの相互依
存関係を形成していた主体は、共同体化され経営力を備えた佐原という地域であったということ
である。
地域として衰退した現在の佐原においては、地域として形成する相互依存関係は希薄なものに
なっている。
例えば、前項であげた駅前百貨店進出と撤退の動きについて考えてみると、相互依存関係の形
成そして改善する努力も百貨店に移譲されたという構図である。地域に必要なもの、地域で喜ば
れるものが特定出来た際に、百貨店とそれを百貨店に供給する卸業者、また生産者との相互依存
関係が形成されるのである。そして地域においては、結果として個人が店頭に並ぶ商品を消費す
る（買う）という行動のみが残る。
駅前百貨店の開業と閉店に加え、輸送手段の変化、モータリゼーションの進行、都市間競争に
おける敗退、バブルによる土地の急騰と急落、行政の区画整理と移転という出来事が起こるたび
に地域の小売業（商店）の廃業が相次ぐ、また各事業の規模が縮小されていった。これにより、
地域が形成する取引関係（つまり取引先との相互依存関係）が希薄になり、後退していった。
地域が繁栄している状況においては、相互依存関係が多様に形成されている。しかし、衰退し
ている状況ではこれが希薄になり後退している。
地域が再生するためには、こうした相互依存関係を地域の内部と地域の外部とのあいだで、新
たに形成し直すことが必要である。
地域が共同体化され、経営力を持っているときには、相互依存関係を形成する、維持する、発
展させる、変容させることができるのである。そして、衰退を食い止めて、再生への道も切り開
けるようになる。

第３節 地域における相互依存関係の原型と変容
本章第２節において、香取市佐原を事例として取り上げて、その繁栄と衰退の経緯を検討した。
そこでは、地域の繁栄・衰退と再生の構造を明らかにしようとするとき「共同体と経営」の観点、
そして「相互依存関係」の観点を持ち込むことが有効であることが示唆された。
佐原においては、その繁栄期、江戸時代後期から昭和 50 年代に至る間、本研究での定義「地縁
的つながりを軸として一定の利害を共有する人々の共同生活及び共同事業の様式」のとおりの共
同体としての性格を有していたこと、そして、同じく本研究の定義「理念に基づき、必要な資源
を調達・動員し合理的な道筋をつけて、目的や目標を達成していくこと」のとおりの経営が働い
ていた。
基幹産業である酒や醤油の醸造と販売、そして舟運を基軸にした地域繁栄の構図をつくりあげ
たこと、さらに、基幹産業が競合に敗退してもなお明治にかけて繁栄を維持したことは、そこに
経営が働いていたことを示している。
そして、そこには、地域内部における個人あるいは事業主同士、また他の地域との相互依存関
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係が多様なかたちで成り立っていた。
地域が共同体としての性格を有するとは、そこに経営が働きうること、そこには相互依存関係
が生まれているということである。
しかしながら、ここまで議論してきたように、佐原においては、いよいよ激しくなった昭和 40
年代以降の商業再編、モータリゼーションの進化、近隣都市の発達という変化についに対応する
ことができずに、衰退の局面に入り、現在に至った。
これは、地域が共同体としての性格を失い、相互依存関係を後退させ、経営が働く条件が成立
しない状況になったということである。
佐原においては、それでも再生への試みは活発であるといえる。市によって策定された活性化
基本計画に沿ったかたちで町並み保存、まちおこし会社の活動が展開されている。しかし、まだ
決定的な再生への道筋が立っていない21。
こうした議論を踏まえ、本節では、
「相互依存関係」に焦点を当てて、地域の繁栄、衰退、再生
がそれぞれどのようにして構造的に説明できるのかを追求する。
1. 地域における相互依存関係の原型
まず、
「原型」として設定される地域における相互依存関係の構造を考えたい。これは、佐原を
例にとるならば、江戸時代後期から昭和 30 年代まで成立していたと考えられるものである。
しかしながら、現代ではすでに消滅しているものであって、そのまま元通りに復元することは
現実的ではない。従って、本項では、これを「原型」と位置づけることとする。
「原型」においては、三重の相互依存関係が活発であった。それは、


地域内部における相互依存関係



地域外の別の地域との相互依存関係



風土との相互依存関係

である。
1.1 地域内部における相互依存関係
日本の「伝統的共同体」とは、内山（2010、p.154）によれば「我らが絶対の世界をつくった共
同体」であり、
「いわばそれは、国家ではなく村を、国民ではなくて村人であることを絶対的価値
とすることによって生まれた共同体」である。そこでは、人間が自然とともに生き、自然の構成
要素として一体化するなかで、地域内の循環を軸とした経済活動が営まれていた。
この「伝統的共同体」の実相について、広くアジア全体を視野に入れた議論として大野（2000、
p.57）は次のように整理している。大野は、日本ではすでに消滅した「伝統的共同体」のあり方
が、アジアの「農村社会」にはいまだに次のようなあり方で生きているとしている。
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第６章第２節参照。

37

農村社会における昔ながらの慣習やしきたりは、経済効率というごく狭い観点からすると
保守的かつ非科学的に見えるとしても、それはその地の歴史と生態系にしっかりと根を下ろ
し、コミュニティが存続していくために不可欠な様々な機能を提供しているのである。
それは例えば次のようなものを含む。
① 統治 村落内の紛争処理、治安維持、防衛、渉外など
② 生産 個人の生産活動の制約・調整、インフラの建設・管理、共同作業、共同買付け・
販売、技術導入、職業訓練など
③ 分配 所得・富の再分配ルール、弱者救済、天災など非常時の互助など
④ 環境 乱獲の防止、入会地・水資源などの使用制限など
⑤ 文化 帰属の拠りどころ、生活規律・リズムの提供、伝統の創造と継承など
内山、また大野ともに、地域内の循環、相互依存の仕組みに力点を置いて「伝統的共同体」も
しくは「農村社会」の特徴を明らかにしているといえる。内山の議論は、特に現代において個人
における自己認識が自己の属する地域から離れていることとの対比を明確にしている。ここで取
り上げた内山、大野の議論にみられるように、個人の自己認識とともに、日常の生活や生業が全
体としてその地域に根ざしていたということである。
伝統的共同体においては、自己認識においても日常の生活においても、多くの共同体において
地域のなかで自己完結することも可能であった。そこでは、貨幣に依存することなく、衣食住を
成り立たせ生きていくことができていたであろう。
以上のように規定される相互依存関係のありかたは「アジアの農村」では今も生きているもの
であり、日本においてはおよそ昭和 30 年代まで持続していたものである。しかし、日本において
は現実にこの通りの相互依存関係は存続してはいない。
1.2 地域外の別の地域との相互依存関係
繁栄していたとされる時期の佐原にみられることは、当時の佐原においては我が地域の外にあ
る地域と積極的に相互依存関係をつくっていたということ、これにより繁栄を手に入れることが
できていたということである。自己完結が可能であるだけの仕組みを基層として有しながらも、
他地域とお互いに足りないものを補完し合う関係が成立していた。
地域と地域の間の相互依存関係は、各々の地域がもつ特性に基づいてお互いに足りないものを
補完し合う関係である。衣類の生産に傑出した地域と酒の生産に傑出した地域の間における衣類
と酒の交易などが想定される。また、そこにはそれぞれの地域内の「個」と「個」の間の相互依
存も含まれている。農村部地域の農家と都市部地域の八百屋の関係などが想定される。
地域外の別の地域との相互依存関係がここに規定される。
1.3 風土との相互依存関係
大野は「その地の生態系にしっかりと根を下ろし」として、その地域に根ざしている度合いの
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深さを強調している。この議論は、風土の概念を用いることでさらに明確になるであろう。生態
系に根を下ろす、とは人間の営みが生態系の一部を構成している状態であると言い換えることも
できる。
和辻（1935）は、
「風土と呼ぶものはある土地の気候、地質、地味、地形、景観などの総称」と
定義付け、これと人間との関係性を考察する。和辻（1935）は「我々の存在は、無限に豊富な様
態をもって風土的に規定されることになる。」「道具としての衣食住が風土的性格を帯びることは
言うまでもなく、さらに根本的に、人間が己を見いだすとき、すでに風土的規定の下に立ってい
るとすれば、風土の型はやがて自己了解の型とならざるを得ないであろう」と論じている。
ここでは、この和辻の議論を手がかりにしつつ、風土と生態系と人間の関係を次のように捉え
ることにしたい。
和辻が言うように、我々の存在や衣食住は、風土的に、または風土によって規定される。つま
り、風土に依存しているといえる。一方で、風土もまた我々の存在や衣食住のありかた、つまり
活動によって規定されていくことになる。我々もまた風土を形成するのである。
ここに、我々と風土との間には相互依存関係が成立している。風土との間に相互依存関係が成
立している時に、人間が生態系に根を下ろしている、生態系の一部となっている。
農林水産の営みを行い日々の衣食住を成り立たせるために、自然環境を適度に保全し、手入れ
を加える行動などによって成り立つ。魚付け林の保全、里山の保全、河川の保全などで、人々と
自然によって構成される風土としての調和が保たれ、人々と自然環境がそれぞれ健康体を保って
いる状況である。
ここに、風土との相互依存関係が規定される。
以上の三重の相互依存関係を示したモデルが、図 3-3【タイプ A】である。
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図 3-3：地域における相互依存関係（原型【タイプ A】）
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「個」と示しているものは、個人、世帯、そして個人事業主など、地域の構成員としての最
小単位を指している22。



双方向の矢印が相互依存関係を示している。相互依存関係においては、双方向でお互いに足
りないものを補完しあう関係が成立している。そこでやり取りされるものは物資など有形の
ものと、情報などの無形のものが含まれている。ここでは、コミュ二ケーションが成立して
いる。



矢印の太さは相互依存・相互補完関係の強さを表している（次項で取り上げる「衰退局面」
においては、矢印が細く表示される）。



枠線の太さは、それぞれの活発度、社会・経済・文化を形成するうえでの影響力の強さを表
している（次項で取り上げる「衰退局面」においては、矢印が細く表示される）
。

-----------------------------------------------------------------------------------------------ここで図示している相互依存関係であるが、地域が共同体として形成しているものと、
「個」が
自ら形成しているものがある。両者には明確な境界線があるものではない。
22

以下、本論文では「個人、世帯、個人事業主など地域の構成員としての最小単位」を指すものとして「個」を
用いる。
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地域内の相互依存関係は、
「個」同士によって成り立つと考えてよい。
しかしながら、地域外の他の地域との相互依存関係、そして風土との相互依存関係もまた、
「個」
がおのおののやり方で形成している。
「個」のレベルで形成される相互依存関係と、地域が共同体
として形成する相互依存関係が混在しているのである。
「個」のレベルでの相互依存関係の集積が
実態として地域が共同で形成していることもある。
【タイプ A】として図示されているモデルにおいて、風土との相互依存を表す双方向の矢印、
そして他地域との相互依存関係を表す双方向の矢印には、それぞれ、
「個」のレベルで形成される
ものとその集積、地域が共同体として形成するものが混在しているものとする。
こうして、三重の相互依存関係を形成し、これを持続させ、必要に応じて変容させて一定の繁
栄をもたらすことができていれば、そこには経営（のメカニズム）が働いていると見なければな
らない。

2

地域の衰退と相互依存関係の変容
衰退する以前の地域と、衰退局面に入っている地域とは、相互依存関係のありかたの相違に着

目した場合にどのような相違があるのであろうか。
衰退する以前の地域には複合的かつ多層な相互依存関係が活発であったが、衰退した後にはこ
れが後退し、また変容している。その構造を、図 3-4【タイプ B】によって検討する。
図 3-4：地域における相互依存関係（衰退局面【タイプ B】
）

地 域
地 域
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（出所）筆者作成
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衰退局面における【タイプ B】の原型【タイプ A】との相違、変容は次の通りである。


同一の地域内の「個」同士の相互依存関係は希薄となり、地域内の別の「個」との相互依
存関係がないケースも存在する。ここで相互依存関係は非日常化し、祭礼、冠婚葬祭など
の特別な場面での非日常のものに限定されていると考えられる。
（図において【タイプ A】よりも、相互依存関係を示す線が細くなっている）



「個」の数が減少しているが、これは「全国的またはグローバルな事業主体」へと流出（地
域において求めずに就労）したことを意味する。流出した「個」は地域内での相互依存関
係に代わって、協働者としての相互依存関係を「全国的またはグローバルなシステム」の
中で築いている。ここに新たな地縁的つながりを軸としない共同体が生まれている。



地域外の別の地域との相互依存関係が希薄となった。また、相互依存関係にある地域の数
が減少している。



地域内の「個」は直接「全国的またはグローバルなシステム」との相互依存関係を結んで
いる。「個」は「全国的またはグローバルなシステム」が提供するサービスの顧客であり、
受益者である。
「個」は日々の衣食住、生活を成り立たせるために「全国的またはグローバ
ルなシステム」の提供するサービスに依存している
（この相互依存関係は、地縁的つながりを軸としないものとして区別するために点線とし
て表示している。
）



地域内における人の営み、地域が形成する相互依存関係が希薄となり、それが地縁的つな
がりを軸とする度合いを後退させたことにより、地域の存在意義が後退している。
（図において【タイプ A】よりも枠が細く表示されている）



人々との相互依存関係が希薄になったことにより、風土がその地域性や自力を後退させて
いる。
（図において【タイプ A】よりも枠が細く表示されている）
------------------------------------------------------------------------------------------------

ここで出現した「全国的もしくはグローバルなシステム」は、現在に至るまで拡大と成長を続
けてきた。地域は、その出現によるインパクトの強さとこれがもたらす変化のスピードに対応で
きずに淘汰され、飲み込まれていった。
基本的には、第２章で議論した「グローバル再配分システム」を形成している主体を想定して
いる。これはいまや我々の衣食住、労働、文化などのあらゆる営みを規定するに至っている。そ
して、第２章でも議論したとおり、その営みは地縁的なつながりを基軸にすることなく経営を自
己完結していることが特徴である。これの事例は枚挙に暇がないのであるが、例えばウォルマー
ト社の全世界を舞台に繰り広げる資源調達、サプライチェーンの仕組みなどを想起するとよいで
あろう。
第２章でも議論したとおり、全国規模で、あるいはグローバルに統一した、標準化されたセー
ビスの提供を推進する企業がこれに該当する。我々の日々の衣食住：着るもの、食べるもの、
「住
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む」ことに関わる購買が必要な際、
「全国的もしくはグローバルなシステム」に属する企業が提供
する財やサービスにこれを求める度合いが着実に増大し続けてきた。
ただし、企業のみならず、公的サービスの分野でもこれが存在している。日本でいえば、例え
ば農業協同組合（以下、
「農協」
）がこれである。
木内23（2008）によれば、かつて需要が供給を上回っていた時代においては、安定的かつ効率的
に農産物を流通させる農協のシステムは時代に適合した優れたものであったが、今日のように供
給が需要を上回って収益性が落ちている時代においては、個々の農家が独自に販路を開拓する、
商品開発を行うなどの主体的な努力が求められている。
現代に至り農家も経営努力が必要となっているという木内の分析を解釈すれば、農協のシステ
ムの傘下にあって、農家は際立った経営努力を重ねる必要がなかったということである。つまり、
作物を農協に納めてさえいれば生業として成り立っていた、そこには主体的に誰かと相互依存関
係を形成するという努力、自らの事業を経営する必要がなかったのである。
公的サービスということでいえば、行政もこれに該当する。ライフラインと言われるインフラ
ストラクチャーの整備は、行政のサービスで行うものという構図が定着している。これにより地
域が自身で風土との相互依存関係を形成する機会を後退させているといえる。
「全国的もしくはグローバルなシステム」にはマスメディア、そしてインターネット環境、ソ
ーシャルネットワーキングのサービスも含まれる。
このようにして、例えば前項で取り上げた、
「農村社会における昔ながらの慣習やしきたりが提
供するコミュニティが存続していくために不可欠な様々な機能」として取り上げた 5 つ、「統治」
「生産」
「分配」
「環境」
「文化」のいずれにおいても、その担い手が地域の外へと移っていったと
いえよう。
このようにして、地域は社会・経済・文化を形成するうえでの影響力を後退させ、その存在意
義を後退させていき、客体・受益者としての立場へと変容していった。

第４節 相互依存関係の再構築 ～内発的地域再生へ～
本節においては、相互依存関係の（再）構築を軸とした「内発的地域再生」の基本的な原理と
なるところの整理を試みる。
前節までの議論において、相互依存関係に焦点をあて、現在の地域に典型的にみられる衰退の
状況を考察した。
本節では、第 1 項において地域が再生するということが何であるかをやはり相互依存関係に焦
点をあて、到達点としての位置づけとなる構造を【タイプ C】として設定する。
次の第 2 項においては、衰退局面にある【タイプ B】から【タイプ C】に向かっての再生努力
を始動する際に、まず再構築されるべき相互依存関係を【タイプ D】として設定する。
第 3 項において内発的発展論の議論から得られる示唆を整理し、第 4 項においてダグラス・マ
グレガーが提唱した「X 理論・Y 理論」を手がかりとして内発的な再生の担い手である人間と、
23

木内博一：千葉県香取市に拠点をおく農事組合法人「和郷園」の代表幹事
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人間を動かす原動力となる目標設定に対する考察を行い、第 5 項において国際協力事業における
相互依存関係の構築にかかる理論・方法論と事例を検証する。
1. 再生後の相互依存関係
本章第３節において、地域が形成する相互依存関係についてその原型となるものを「地域内部
における相互依存関係」「地域外の別の地域との相互依存関係」「風土との相互依存関係」によっ
て成り立つ【タイプ A】として設定した。そして、これが現代においてどのような様相を示して
いるか、衰退局面のものとして【タイプ B】を設定した。
では、
【タイプ B】の通りに規定される現代の衰退した地域が再生されたならば、その時にはど
のような相互依存関係が生まれるのであろうか。
衰退をもたらした要因を「全国的またはグローバルなシステム」の拡大・成長に求められるこ
とはこれまでの議論で確認してきた通りである。
ならば、この「全国的またはグローバルなシステム」排除する、あるいはこれに改善を加える
なり、これを改革することにより、地域の衰退は食い止められるという考え方は確かに成り立つ。
しかし、この考え方には次のような限界があることを認識しなければならない。
まず、これを排除するという考え方である。これは、不可能な選択肢ではないが、現実的にこ
れを実行することは極めて困難な状況にあると考えて良い。
ある特定の地域が、
「全国的またはグローバルなシステム」を排除するとは、他の地域との相互
依存関係を結ぶことをも選択肢から外して孤立し、地域内部の相互依存関係のみに頼る道を取る
ということになる。これは、何らか思想的、信条的に強力な絆を持つ者同士が特定の地域を選ん
で定住し自給自足の生活を営む、といった様式が考えられるが、これを広く一般的に適用可能な
モデルとすることはできない。
また、
「全国的またはグローバルなシステム」に改善、改革を加える考え方である。このシステ
ムのうち、企業においても社会的責任を積極的に果たしていこうとする潮流は現在本格的なもの
になりつつある。企業の社会的責任（Corporate Social Responsibility: CSR）の取り組みがその典型
的な例となるであろう。行政はコミュニティ・ビジネスの創生や、地方での起業促進、まちおこ
し会社設立支援などの方策を打ち出すなどの取り組みを行っている。地域は、こうした動きを主
体的に活用していくことができる。
また、地域独自の付加価値のある商品が開発されたような場合に、その販路として全国展開の
スーパーマーケットチェーンを顧客とする相互依存関係を結ぶこともできる。
今、日本国内の地域はほとんど例外なく【タイプ B】にあるような様相となっており、他の地
域との相互依存関係が希薄になっている。つまり、ある特定の地域にとって別の地域がともに衰
退した【タイプ B】に類型される以上、お互いに相互依存関係を回復させる相手として有力なも
のとはならない。しかしながら、地域間の相互依存関係は消滅しているわけではない。既存の相
互依存のありかたに改善や強化を加える、あるいは新たに形成するという道筋をとるなどして再
形成していくことは不可欠である。
このように考えると、再生後の相互依存関係のあり方は、次のように四重のものとして規定で
きる。
「原型」にあった 3 つに加え、四つ目に「全国的またはグローバルなシステム」との相互依
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存関係が加わる。衰退局面においては、
「全国的またはグローバルなシステム」によって地域が淘
汰される、また吸収されるという構図であった。しかし、再生後に想定されるものはこれとは異
質なものであり、地域は自らの主体性をもって「全国的またはグローバルなシステム」を利用し、
そこから利益を得る相互依存関係である。


地域内部における相互依存関係



地域外の別の地域との相互依存関係



風土との相互依存関係



「全国的またはグローバルなシステム」との相互依存関係
この四重の相互依存関係を理論的に補強しようとするとき、ローカリゼーション、グローバリ

ゼーション、そしてグローカリゼーションの概念を用いることができる。
中村（2008、p.54）は「グローバリゼーションとは、世界の地域経済を世界経済の構成部分と
して、直接、組み込むプロセスである。しかしそのことによって、地域経済は世界経済と直結し、
地域経済の変化という窓から世界経済の変化を見ることができるようにった。この意味で、グロ
ーバリゼーションはそれぞれの地域経済が、国家の首都を経由しなくても世界と直結する、世界
的存在となる道を拓いたといえよう」という「光の部分」があると同時に「世界の産業と競合し
て停滞に陥る地域経済や、グローバル経済から排除されたまま貧困にあえぐ地域経済が生まれて
いるという影の部分が存在している」と整理した。
一方、恩田（2009、p.17-18）は、
「現在のグローバリゼーションは地球レベルで大量生産に伴う
大量消費をもたらし、地方文化を無個性化していく近代文化として収斂していく過程でもある」
としている。現状ではグローバリゼーションの速度が極めて速く、もたらす変化のインパクトが
大きいこともあり、対応しきれないまま「影の部分」のほうがより一般的にみられる現象となっ
ている。
こうした現状において、恩田（2002、p.18）は、
「地域づくりは、大きな世界システムに組み込
まれないローカリゼーションの動きでもある。グローバリゼーションの脅威に怯えることなく、
むしろそれをプラスに転じるローカリゼーションの方向を考えることが必要であろう」とし、
「グ
ローバリゼーションのプラス面を吸収し、そのマイナス面を除去することで地域づくりを進める。
こうした方向は、グローバリゼーションとローカリゼーションを統合する『グローカリゼーショ
ン』
（glocalization）の動きとして捉えられる」（恩田、2002、p.18）として、地域づくりの方向と
してグローカリゼーションという概念が今日妥当であるとしている。
恩田の「プラス面を吸収」
、
「マイナス面を除去」という説明であるが、
「プラス面」とは前掲の
中村（2008、p.54）が指摘するように「地域経済が、国家の首都を経由しなくても世界と直結す
る、世界的存在となる道を拓いた」という機会をもたらしたことである。一方「マイナス面」と
は、中村（2008、p.54）によれば「世界の産業と競合して停滞に陥る」
「グローバル経済から排除
されたまま貧困にあえぐ」地域が生まれていることと捉える。ただ、これはもはや受け入れなく
てはならない現実であり、これを恩田の言う通り「除去」することはできない。これは「克服」
と言い換えるのが妥当であろう。
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地域再生の後に現れる相互依存関係の構図は、図 3-5 で示す【タイプ C】となる。

図 3-5：地域における相互依存関係（再生後【タイプ C】
）
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（出所）筆者作成



推定局面である【タイプ B】と比較して、再び地域と風土の枠を太線で示した。地域の社
会・経済・文化を形成するうえでの影響力、主体性、存在意義が回復したこと、風土がそ
の地域性や自力を回復したことを示している。



他の地域の枠、そして他の地域との相互依存関係を示す双方向の矢印もまた太く表示して
いる。これは、他の地域も同様に再生を果たしている、再生を果たした地域との相互依存
関係が再形成されていることを示している。



地域内の（個人、世帯、個人事業主などの）
「個」の数は若干の増加を示している。これは
再生始動段階を終えて、地域での就労機会が増加することを想定している。



地域内の「個」同士の相互依存関係は、それが非日常化・希薄化していた【タイプ B】に
比べて日常性を回復し、人々の衣食住を成り立たせる不可欠の要素となっている。



一方で、
「全国的またはグローバルな事業主体」における「個」の数の減少は、現在全国的
に進行する少子高齢化を反映している。競合の激化にともなう業績不振によっての人員整
理、事業そのもののコンパクト化などの影響も想定される。
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2. 再生始動段階で再構築される相互依存関係
以上、地域における相互依存関係のあり方を、その原型として【タイプ A】
、衰退局面にある地
域のものとして【タイプ B】
、そして再生後地域のものを【タイプ C】としてモデル化して規定し
た。
地域再生への試みを行おうとする現在において、我々は【タイプ B】から【タイプ C】に向か
うのである。
【タイプ C】で示した相互依存関係の構造とは、地域再生の取り組みにおける到達点
である。
まず明らかであることは、
【タイプ B】から【タイプ C】へと、この両者を比較した時にその隔
たりが大きく、一気呵成に【タイプ C】に到達するシナリオを描くことは困難であるということ
である。地域内の「個」
、そして「個」の集合体としての共同体が主体的に取り組む努力とともに、
行政や NPO 法人、まちおこし会社などの多様な主体による多様な取り組みを総動員していくこと
も求められるであろう。時間を要することであり、段階を踏んで行かなければならない。
【タイプ B】の状況にある我々が、再生の始動段階に入ったとき、再構築される相互依存関係
は次の二つに特定される。


地域内部における「個」同士の相互依存関係



風土との相互依存関係
ここで問題となることは、
【タイプ B】である現状から【タイプ C】へと到達しようとするとき、

まずどこから始めれば良いのか、どこまでを目標とすべきであるか、である。
【タイプ C】では、原型である【タイプ A】において規定された「地域内部における相互依存
関係」（①）
、「地域外の別の地域との相互依存関係」（②）そして「風土との相互依存関係」（③）
に加え、
「
『全国的またはグローバルなシステム』との相互依存関係」
（④）をそれぞれ回復させる
とともに新たに形成し直される。
これらの相互依存関係は、
「個」のレベルにおいても形成は可能であり、「個」のレベルでの相
互依存関係の集積が結果的に地域レベルでの相互依存関係を形成することも確かである。しかし
ながら、②、③、④のいずれもが、地域レベルで形成されるものと考えなければならない。
ところが、
【タイプ B】の段階においては、地域はその存在意義を後退させ、社会・経済・文化
を形成するうえでの影響力が希薄となっている。つまり、地域は②、③、④を形成するだけの単
位として成り立っていないということである。
従って、まず地域を、相互依存関係を形成していくことのできる主体へと変容させることであ
る。これは、地域を共同体化することである。
本論文では、共同体とは「地縁的つながりを軸として一定の利害を共有する人々の共同生活及
び共同事業の様式」と定義する（第１章第１節参照）。
すでに見たように、
【タイプ B】においては地域内の「個」同士の相互依存関係は希薄となり、
地域内の別の「個」との相互依存関係がないケースも存在する。ここで相互依存関係は非日常化
し、祭礼、冠婚葬祭などの特別な場面での非日常のものに限定されていると考えられる。
これをもう一度「地縁的つながりを軸として一定の利害を共有する人々の共同生活及び共同事
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業の様式」としての共同体とすること、その内部での「個」同士の相互依存関係を形成しなおす
こと、これが再生においてまず取り組むことであり、再生の始動である。
再生始動において再構築される相互依存関係を図 3-6：【タイプ D】として規定する。
図 3-6：再生始動段階で再構築される相互依存関係（【タイプ D】
）

地 域

個

個

個

個
個

風 土
【タイプ D】
（出所）筆者作成

ここでは、
「全国的またはグローバルな事業主体」との相互依存関係は表示されていないが、実
際には【タイプ B】にあるような、個がこれと直接に形成している相互依存関係は保たれている。
また、同じく他地域との相互依存関係が表示されていないが、やはり【タイプ B】にあるよう
な希薄でありながらも存在している相互依存関係をも保たれている。
ここでこれらを組み込まないモデルとしているのは、
【タイプ D】は、再生始動段階で再構築さ
れる相互依存関係である、つまり、再生始動段階で再構築すべき対象がどこにあるかを特定した
ものであることがその理由である。
「個」同士の相互依存関係を形成し直すことが再生の始動における取り組みであることは既に
述べた通りであるが、ここでは、風土との相互依存関係の再形成を組み込んでいる。その根拠は
次の通りである。
再生が始動した後、目指す到達点は【タイプ C】である。そこで新たに「地域外の別の地域と
の相互依存関係」と「
『全国的またはグローバルなシステム』との相互依存関係」を再形成するこ
とになる。典型的にはこれらは共に地域が産出する産物や提供するサービスの供給先として想定
される。
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その場合、地域に特有の資源を掘り起こすプロセスが欠かせない。地域に特有の資源は風土に
よって規定されるとともに、地域と風土との相互依存関係のなかにおいて産物やサービスとなり、
「地域外の別の地域」や「全国的またはグローバルなシステム」に供給が可能になってくるので
ある。
再生始動段階とは、
「地域内部における相互依存関係」と「風土との相互依存関係」を再構築し
て、「地域外の別の地域との相互依存関係」と「『全国的またはグローバルなシステム』との相互
依存関係」を再構築するための準備を整えるまでのプロセスであると位置づけられる。
ここまで見てきたように、再生の始動においては、その先に【タイプ C】として規定したよう
な到達点がある。これはビジョンとして位置づけられる。
そして、自己のもつ資源を軸にして「地域外の別の地域」や「全国的またはグローバルなシス
テム」を対象にして相互依存関係を形成していこうとするときには、マーケティングの技術を駆
使しなければならないこと、そしてこれを戦略的に展開しなければ結果には結びつかないであろ
うことが想定できる。
つまり、そこには経営が働いていなければならないことが想定できる。
【タイプ B】として類型される状態では、地域に経営が働く余地はない。経営が働くようにす
るために、地域を共同体化するということである。
再生の始動とは、「地域における（個人、世帯、個人事業主などの）「個」の集合を共同体化し
経営の単位とし、実際に経営を機能させるプロセス」である。
3. 内発的発展論の考察
本章ではここまで、地域の繁栄・衰退そして再生とは構造的にどのような相違をもっているの
かについて解明する際には、「共同体と経営」の観点、「相互依存関係」の観点によることが有効
であることを議論した。
ここでは、
「繁栄」という言葉を用いているが、衰退する前の本来あった地域の原型を探るうえ
で、内発的発展論の議論には手がかりになるところが大きい。
内発的発展論は、地域を発展の単位に置いており、鶴見（1989、p.46）によれば発展とは「個
人の内面から精神を育て、覚醒した個人が村を発展させ、いくつかの村が発展することによって
国民へ、そして世界へと発展を波及させることである」
。村を発展させるのではなく、村が自ら発
展するという視座を与えている。
本研究では、最小単位の地域に焦点を合わせてこれがどう発展するのかが重要な問題であると
いう認識に立っているが、このことは鶴見の「発展」の定義付けと一致している。
そして、内発的発展論においては、伝統的に共同体のなかにあった基層となるメカニズムを重
視する立場をとっている。これは（
「近代化」などといった）何ものかによって取って代わられる
べきものではなく現代においてこそ発展の基軸に据えるべきものであるという考え方である。同
じく鶴見（1989、p.49）は、
「人々の暮らしと流儀とは、それぞれの地域の人々および集団が、固
有の自然生態系に適合し、文化遺産（伝統）に基づいて、外来の知識・技術・制度などを照合し
つつ、自律的に創出する」ものであるとしている。
49

保母（1996、129-134）は、地域に企業誘致をする、大型観光開発を促進するという手法を「外
来型開発」と呼び、これが限界に達していることを論じ、それを克服する方途を議論している。
こうした概念は、開発経済学にも受け継がれているものであり、第３節で検討した大野（2000）
によって明らかにされた「農村社会における昔ながらの慣習やしきたり」が我々の社会と我々の
存在において基層をなすものであるとし、やはりこれを基軸にした発展のあり方を提唱している24。
日本の「伝統的共同体」について、内山（2010 年）は『共同体の基礎理論』において、人間が
自然とともに生き、自然生態系の一部を構成し、地域内でも完結できる循環型の社会経済があっ
たことを明らかにし、こうした共同体のあり方をもう一度見直さなければならないことを主張し
ている25。
このように、基層となるもの、伝統的に継承されてきたものを見直し、そこに回帰することが
重要であるという認識が広がりを見せていることは確かである。
こうした理論とそれに基づく研究は、現在に至り衰退局面にある地域が本来どんな構造を持っ
ていたのかを探るうえで不可欠なものである。筆者は後述する地域における相互依存関係の原型
モデル【タイプ A】を試みるときに、これら先行の研究を参照した。
そして現在の状況、さらに、その後再生に至る到達点との相違・隔たりを構造的に説明する理
論を本論文の本章第３節、本節にて試みている。
ここでもう一度鶴見の「発展」にかかる定義付けを手がかりに内発的発展論が最小単位の地域
が発展することの要件をどう規定しているかを整理してみると次の通りとなる；
【自律的である】
-

個人の内面からの精神の育成

-

発展の担い手は覚醒した個人

-

固有の自然生態系に適合

-

文化・伝統に基づく

-

外来の知識・技術・制度などを活用する

核心となる要件とは、
「自律的である」ということである。
地域再生というテーマでは、様々な手法、方法論が考案され、議論されている。農業の六次産
業化、コミュニティ・ビジネス、ソーシャル・ビジネス、地域自給、グリーンツーリズム、アグ
リツーリズム、マイクロファイナンス、市民バンクなどが最近注目を集めているものである。で
は、これらの手法、方法を実際に実践するのは誰であるかという問題がある。
多くの場合、行政、NPO 法人、金融機関ときに企業といった地域以外の主体である。これらの
主体はサービスの提供者である。地域はサービスを受ける側：受益者、客体の地位に置かれたま
まである26。

24 本章第３節参照。
25 第１章第１節参照。
26

マイクロファイナンスを実施する時には、通常マイクロファイナンス機関（MFI）に管理を委ね、MFI が直接
個人に融資するシステムが取られる。つまり地域はサービスを受ける側、受益者である。一方、地域に住民組
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地域における内発的発展、地域が自律的に発展するとは、地域がこうした手法を主体的に取り
入れつつ自身のビジョンや戦略の文脈のなかで活かし実践するということである。これができる
力量が求められているものである。行政や NPO 法人などに求められているものは、これらの手法
を用いて地域に対してのサービス提供を行う力量であり、異質のものである27。
例えば地域を擬人化しその健康状態をメタファーとしてみる。こうした個々の手法による取り
組みに、「住民参加型」の手法であるからと順々に関わりを持っていったが、結局は対処療法に
過ぎず地域に定着しないという結果に終わることなく、地域自らが免疫力と代謝力を備えてこれ
らの手法から最も適合したものを特定し継続的な発展に結びつけていく、そういう存在になるた
めに必要なものは何かという問題に行き着く。
それは「経営（力）」である、と本研究では設定する。
本研究では、地域が経営（力）を備えることの重要性とその意味、さらに、どのようにすれば
地域が経営（力）を備えた存在となるかを追求するものである。ここが既存の内発的発展論ある
いは開発経済学における地域発展の議論のなかで充分な検討がなされていない領域である。
4. 人間観（X 理論と Y 理論）／地域におけるビジョン・戦略の必要性
前項で検討した内発的発展論においては、発展の担い手は「個人」であると規定されており、
そこでは「個人の精神の育成」
、「覚醒した個人」という概念が用いられている。つまり、自明の
こととはいえ、人が担い手とならない限りにおいて地域再生は成り立たない。そして、人々がど
のような人間観にたつべきかが一つの重要な要素になる。
本研究では、地域の再生とは、地域を共同体化し経営の単位にする、実際に共同体化された地
域が経営（力）を備えることが必要であることを論じている。ここで念頭に置いておかなければ
ならないのは、
「経営」であっても、企業経営と根本的に異なる要素があることである。それは、
企業に存在する労使の関係、支配従属の関係が地域には存在していないということである。頼り
になるものは各個人の自発性であるという制約条件が存在しているのである。
企業経営の場合には支配従属関係があるゆえに、人々はたとえやりたくない仕事や任務でも遂
行する（せざるを得ない）が、地域再生においてはその努力に参画する・しないは各個人の自由
意思に任される。
本研究では、再生が「内発的」であることを重視している。地域をどう再生させるか（how to
regenerate a local society）よりも地域がどう自らを再生するか（how a local society regenerate itself）

27

織を立ち上げ、住民組織が MF の企画運営と管理を担う、資金は住民組織に属しているという形態をとるケー
スがある。ここでは住民組織にとっての自主財源が確立され、地域は共同体化され経営の単位になった（第７
章第１節参照）。
例えば香取市佐原で商店街再生に取り組むまちおこし会社「ゼットやっぺい社」の考え方は次の通りで、まち
おこし会社自らがまずこうした力量を身に付け発揮するというものである（同社代表の伊能（2012））。
「商店街をひとつの組織として考えており、消費者が何を欲しがっているかの研究と空き店舗の利用が一体化
しないといけないと感じている。現在は不動産屋頼みで、組織としての力が商店街にありません。そのために
どんな店を作るかから考え、まちおこし会社が行政と提携し、資金調達から経営ノウハウまで面倒みることが
できる力が必要であります。」
ひとつの組織としての商店街が自らを経営することができることがゴールであり、いずれまちおこし会社が発
揮する機能が商店街に引き継がれていく（もしくはまちおこし会社が商店街に組み込まれていく）ことが求め
られるといえる。

51

の視点である。そして、すでにある地域資源、わが町、わが村にすでにある人々を含む資源をも
う一度徹底して掘り起こし、それを再生の基盤、そして再生の源泉として進めていくことを根幹
としている。
その時に、地域にいる人々や地域そのものをどのように見るか、どのような地域観・人間観に
たつのかという問題である。
これまで、行政からの補助金を駆使しながら、様々なインフラ整備や投資を呼び込んで、何か
を加えて地域の発展へと結び付けていくというモデルは、現在に至り通用しなくなっているとい
う認識がその背景にある。このモデルのもとでは、旧来あった社会・経済の地域循環、地域にお
けるつながりを時代に応じて新たに再編成させる、時流に適合させるべく改良・変革を加えるこ
とに結びつかず、現在までに地域の空洞化、衰退という結果を全国各地に生んできた。これは過
去約 30 年の間に本格的に進行した産業構造の変化、商業再編、そしてグローバリゼーションから
のインパクトを受けたことにより決定的な構図となったのである28。
こうした現状において再生を図ろうという場合には、その地域に今ある資源に頼るほかはない、
これが現実であると考えてよい。
「資源」には、地域の人々が含まれる。どれだけの人が再生の担
い手として活躍できるのか、その人たちが持っている意欲、技術、知識、行動力はどうであるか、
ということである。
その際に、もはやわが村・わが町の人は「絶望していてやる気など起こらない」、「何かことを
起こすために必要な能力などありはしない」、「自分から新しいチャレンジなどしたいと思ってい
ない」という認識に固定されてしまえば、再生への一歩を踏み出す可能性は極めて限定されてく
る。
これと反対の認識に立った場合、つまりわが村・わが町の人は「希望をもってやる気にあふれ
ている」
、「それぞれ何か発揮できる能力・技術がある」、「自ら新しいことにチャレンジしたいと
考えている」という認識に立った場合には、再生へのチャンスが生まれてくるのである。しかし
現実には、こうした状況が発現している町や村はごく限られているはずである。従って、
「わが村、
わが町の人は、今はやる気もないし、能力も発揮していないが、本来はやる気のある人だ、本来
は技術を持った人だ、本来はチャレンジ精神のある人なのだ、だからそれを引き出してみせよう
ではないか」
、という態度が生まれなければならない。
この態度は、マグレガー（1966）が提唱した「Y 理論」を根底とする態度である。
マグレガー（1966）は、組織における人間について「X 理論」と「Y 理論」の二通りに類型化
し、これを「統合」と「統制」の概念を用いて経営のあり方と結び付ける理論を提示した。
以下は、マグレガー（1966、p. 38、39、54、55）による X 理論と Y 理論の記述である。
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第１章、第２章、本章第１節～第３節参照
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X 理論：
1.

普通の人間は生来仕事がきらいでなろうことなら仕事はしたくないと思っている。

2.

この仕事はきらいだという人間の特性があるために、たいていの人間は、強制された
り、統制されたり、命令されたり、処罰するぞとおどされたりしなければ、企業目標
を達成するために充分な力を出さないものである。

3.

普通の人間は命令されるほうが好きで、責任を回避したり、あまり野心をもたず、な
によりもまず安全を望んでいるものである。

Y 理論：
1.

仕事で心身を使うのはあたりまえのことであり、遊びや休憩の場合と変わりはない。

2.

外から統制したりおどかしたりすることだけが企業目標達成に努力させる手段ではな
い。人は進んで身を委ねた目標のためには自ら自分にムチ売って働くものである。

3.

献身的に目標達成につくすかどうかは、それを達成して得る報酬次第である。

4.

普通の人間は条件次第では責任を引き受けるばかりか、自ら進んで責任をとろうとす
る。

5.

企業の問題を解決しようと比較的高度の想像力を駆使し、手練をつくし、創意工夫を
こらす能力は、たいていの人間に備わっているものであり、一部の人間だけのもので
はない。

6.

現代の企業においては、日常、従業員の知的能力はほんの一部しか生かされていない。

マグレガー（1966、p.56）によると、
「Ｘ理論による組織作りの原則は権限行使による命令・統
制である。
（中略）一方、Y 理論によれば統合の原則ということになる。つまり従業員が企業の繁
栄のために努力することによって各自の目標を「最高に」成し遂げられるような条件をつくって
やることである」。そして、「統合とそれに基づく自己統制のいわんとするところは、企業目標と
従業員個々人の欲求や目標とをはっきりした方法で調整できれば、企業はもっと能率的に目標を
達成できるという点にある」
。
ここでいう「自己統制」であるが、X 理論に基づけば、
「権限行使による命令・統制」が「組織
作りの原則」になる一方で、Y 理論に基づくと、個人は命令や統制を受ける客体の存在ではなく、
統制というのであれば、自らの意思で自らを統制する、つまり「自己統制」を行う主体的な存在
である。もしくは「自己統制」を行う存在として扱われることになる、ということを意味してい
る。
そして、
「統合」とは、
「従業員個々人の目標と企業目標の統合」
（マグレガー、1966、p.52）の
ことを指す。これは Y 理論に基づいた場合において可能になるというのがマグレガーの議論であ
るが、
「企業の要求と、個々の従業員の目標や欲求とを完全に統合することは、現実にはとても実
現できない目標であることは無論である」（同、p.64）が、「どの程度の統合を図れば、従業員が
企業の繁栄のために努力しながら、自分の目標を『いちばん』よく実現できるかを知ることがた
いせつである。
『いちばん』というのは、ほかのやり方、たとえば、無関心、無責任、渋々ながら
の服従、敵意、怠惰といったやり方より、このやり方の方が従業員に魅力的であるということで
ある。つまり、従業員は絶えず自発的に自分の能力・知識・技術・手腕を高め、かつ実地に生か
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して企業の繁栄につくすようになるということなのだ」
（同、p.64）という。
地域のコンテクストに置き換えて考えてみた場合、まずはっきりと示唆されることは、地域は
組織と異なり「権限行使による命令、統制」が存在しないため、必然的に地域の再生は Y 理論を
根底に据えなければならなくなるということである。
これら X 理論と Y 理論につき、実際のところはどちらが「正しい」ということは言えない。状
況次第でどちらも正しくなる命題である。個人は、X 理論で説明される部分と Y 理論で説明され
る部分の両方をもっている。経営においては、出来る限り、従業員が Y 理論で説明される度合い
の大きい存在へと変容させていくことが課題になってくることが示唆される。
「従業員個々人の目標と企業目標の統合」とは、経営に携わるものにとっては実に魅力的に響
く言葉に違いない。これが成立するには、そもそもの問題として、企業目標が明確に存在しなけ
ればならない。これは地域においては、
「地域の人々の個々人の目標と地域が総体としてもつ目標
の統合」という言い換えが出来る。
もしも企業が明確な目標を持たない存在であれば、そのとき組織もまた X 理論的存在であると
いえる。X 理論的存在としての組織の従業員もまた大勢が X 理論的存在である。
反対に企業が明確な目標を持っている存在であれば、そのとき組織もまた Y 理論的存在である
といえる。Y 理論的存在としての組織においては従業員もまた大勢が Y 理論的存在である。
地域再生においても同じ原理が働く。
「地域の個々人の目標と地域が総体としてもつ目標の統合」
をなそうとする際には、
「地域が総体としてもつ目標」が明確に存在しなければならない。それに
対して個々人がそれに共鳴する、使命感を感じる、そして自らが立ち上がって実践しようという
意識が目覚める、
（鶴見（1989）の表現を借りれば）覚醒することによって、
「統合」が成り立つ。
ここでマグレガー（1966）がいう「企業目標」であるが、現在では「ミッション」「ビジョン」
「戦略」の概念29で整理されていると考えられる。「共鳴する」だけでは個人はまだ動かない。そ
こから鶴見（1989）のいう「覚醒」に至って地域再生の担い手としての行動が始まるのである。
「ミッション」に共鳴し、
「ビジョン」によって到達目標として地域の未来像を認識する。そこで
「戦略」が明らかになって初めて「よしやろう」
「できる」という意識が目覚め、行動へと移るの
である。
「地域が総体としてもつ目標」＝「ミッション」「ビジョン」「戦略」が不在であるときは個人
の覚醒と行動は個人において完結する。また、これらが地域外の誰かが作り上げたものであった
場合には、それに対するオーナーシップが希薄である。これを策定する人々と、実際に実行し行
動する人々が一致していることが望ましい。

29

第４章第２節参照

54

5. 相互依存関係構築の実践と内発的再生
本節ではここまで、再生後に再構築される相互依存関係の構造を【タイプ C】として提示し、
これが地域再生における到達点としての位置づけられることを議論した。
本項においては、実際に内発性を重視しつつ相互依存関係を構築するうえでの概念・方法論と
実践事例を検討し、内発的地域再生のあり方を考察するうえでの材料としたい。概念・方法論に
ついては国際協力事業における「キャパシティ・デベロップメント」概念を、実践事例として 2001
年~2002 年に実施されたカンボジア赤十字社プノンペン支部組織強化の取り組みを取り上げる。
国際協力事業においてはその目標とするところに地域再生と共通性があり、方法論や手法、ま
た実践から得られた教訓などから示唆を得ることができる。
ここまで議論してきた通り、地域再生とは衰退局面に入っている地域が相互依存関係を回復さ
せつつこれを共同体化し、経営（力）を備えていくプロセスであるが、国際協力事業においても
同じ課題に対する取り組みがなされているのである。
国際協力事業においては「キャパシティ」という概念30を広く用いているが、これは本研究にお
いて規定している経営（力）の概念とほぼ一致しているものである。キャパシティが高まった地
域や組織においては経営（力）が備わった状態になるという位置づけをすることも可能である。
一方、日本国内においては「地域再生」と呼ぶのに対して、国際協力事業の場合には「地域開
発」と呼ぶ通りであるが、国際協力事業においては現在のところ衰退した地域を再生させるとい
う概念は中心とはなっていない。これは途上国の地域のほとんどにおいては日本にみられる地域
の衰退局面を経験してはいないか、日本の状況ほど衰退が進行してはいないからである。
しかしながら、途上国においても程度の差こそあれグローバリゼーションの波は押し寄せ、競
合環境の拡大・深化、産業構造の変化が進行しており、今後地域が日本と同様に衰退していくリ
スクを内包している。
つまり、本章での類型を用いるならば、多くの地域では依然として【タイプ A】の状況が持続
しているのであるが、徐々に【タイプ B】の状況への変化が進行しているといえる。この局面に
おいては【タイプ B】に変化していく前に早期に【タイプ C】の状況へと移行していかなければ
ならない。
本項ではこうした認識を踏まえつつ、相互依存関係の形成において国際協力事業の当事者（特
に支援提供側）が自覚している課題とそれへの対処方法につき考察する（5.1）とともに、これを
具体的にプロジェクトに展開した事例（5.2）を検討する。
検討の結果を踏まえかつ 1 章から４章までの議論を総括するかたちで、本章第５節において本
研究における内発的地域再生の概念を整理する。

30 「キャパシティ」を

JICA では「課題対処能力」、UNDP では「個人、組織、制度や社会が個別にあるいは集合
的にその役割を果たすことを通じて、問題を解決し、また目標を設定してそれを達成していく能力」、世界銀
行は「人々、組織、組織システム、社会が全体として、課題を設定・解決し、十分に周知された選択を行い、
優先事項を決定し、将来の計画を立てられる能力、またそれらを支えるプログラム・プロジェクトを実施でき
る能力」などと定義している。
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5.1 キャパシティ・デベロップメント概念／実行体制の必要性
国際協力とは、基本的にはいわゆる途上国31に対して、その国造りを先進国が支援するという図
式によって理解されている。
国際協力には、様々な協力スキームと分野が存在する。我が国の政府開発援助の実施機関であ
る国際協力機構は「技術協力」「有償資金協力」「無償資金協力」「ボランティア派遣」「国際緊急
援助」の 5 つに協力スキームを分類したうえで、分野として「教育」
「保健医療」
「水資源・防災」
「ガバナンス」「平和構築」「社会保障」「運輸交通」「情報通信技術」「資源・エネルギー」「経済
政策」「民間セクター開発」「農業開発・農村開発」「自然環境保全」「水産」「ジェンダーと開発」
「都市開発・地域開発」
「貧困削減」
「環境管理」「南南協力」
「市民参加」「民間連携」の 21 分野
を掲げている32。
これらの分野にまたがって、途上国の国造りに貢献しようという国際協力であるが、現状広く
見られる議論は、技術移転方式：
「キャパシティ」のギャップを埋めるという方向性からの脱却は
できるのかという課題に関わるものである。ここには、必要なインフラを整備して先進国から技
術・ノウハウだけを導入しても決して成功するわけではないという反省がある。
そして、発展の目標として特定の地域、特定の分野における特定の目標達成に貢献するシステ
ム全体が期待される通りに働き続ける状況を作り上げるところに置く傾向が強まってきている。
これが典型的にみられるのは「キャパシティ・デベロップメント」の概念である。
独立行政法人 国際協力機構（JICA）
（2006、p.1）はキャパシティ・デベロップメントの概念に
かかる定義付けと主な援助機関による同概念の定義を表 3-2 のとおりに参照している。
これらすべてに共通していることは、
「個人」、
「組織」、
「社会」の 3 つの要素を開発における対
象にしていることであり、これが「キャパシティ・デベロップメント」概念におけるほぼ共通の
認識となっている。ここには、「開発問題の解決には、途上国に住む個々人の能力が向上するだ
けではなく、行政や民間企業などの組織や制度、ひいては社会全体の総合力が向上することが必
要であるとの包括的な考え方がみてとれる」（JICA 2006、p.2）（図 4-12 参照）。
ここにきて主要な援助機関が、なぜこのように共通の認識に立つようになったか、そこには以
下に示すような反省があったからである（（UNDP 2002 年報告書の概略、JICA 2006、p.i が引用）。

31

32

「先進国」「途上国」：筆者は現在に至り、この区分そのものの妥当性を疑うようになってきている。問題意識
でも提示したように、
「先進国」である日本においては地域が実体を失いつつあるという危機的状況に直面して
おり、実のところ「途上国」が安易に追随すべきモデルといえるかどうかは疑問である。
さらに、いかなる国のいかなる地域においても人々がもっている個としての潜在能力、学習能力、創造力など
において優劣はない。たまたま歴史的地理的状況の差異に伴って近代文明の発達という形で、個々人もつ能力
の発現が可視化できる・できない、の違いとして現れたものである。従って、
「先進国」と「途上国」という区
分は国という総体ではなく、特定の技術領域などの比較においては有効である。
国際協力機構公式サイトを参照：協力スキーム http://www.jica.go.jp/activities/schemes/index.html
分野 http://www.jica.go.jp/activities/issues/index.html
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表 3-2：キャパシティ・デベロップメントの定義
JICA(2006)：
CDとは、「途上国の課題対処能力が、個人、組織、社会などの複数のレベルの総体として向上し
ていくプロセス」である。
GOVNET/DAC(2005)：
「個人、組織、社会が全体として自らのキャパシティを発揮、強化、構築、適用、そして維持し
ていくプロセス」
UNDP(1997)：
「個人、組織、制度や社会が個別にあるいは集合的にその役割を果たすことを通じて、問題を解
決し、また目標を設定してそれを達成していく能力の発展プロセス」
カナダ国際開発庁（Canadian International Development Agency: CIDA）(2001)：
「途上国の個人、グループ、組織、社会が、開発問題を持続的な方法で特定、解決する能力を向
上させるプロセス」
ドイツ技術協力公社（Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit: GTZ）(2003)：
「個人、組織、社会がそれぞれの目標を持続的に達成するために、資源を効率的、効果的に使用
する能力を強化する変化のプロセス」
世界銀行研究所（World Bank Institute: WBI）(2005)：
「人々、組織、組織システム、社会が全体として、課題を設定・解決し、十分に周知された選択
を行い、優先事項を決定し、将来の計画を立てられる能力、またそれらを支えるプログラム・プ
ロジェクトを実施できる能力」
（出所）（JICA）、2006、『調査研究 途上国の主体性に基づく総合的課題対処能力の向上を目指して キャパ
シティ・ディベロップメント ～CD とは何か、JICA で CD をどう捉え、JICA 事業の改善にどう活かすか～』、
国際協力機構、p.2

技術協力は、往々にしてドナー主導のため現地の主体性を奪い、個人の能力向上と新た
な組織の構築に偏った援助では成果の持続性を損ねるとともに、途上国側の予算制度から
離れた資金の流れは相手国の政策を歪め、ドナーごとの異なる事務・調達手続きが途上国
側の行政コストを増す結果、相手側のキャパシティを損ねているという批判的な議論がな
された。技術協力は途上国のキャパシティ・ディベロップメント（CD）を支援すべきもの
であり、今後は、個別プロジェクトによる技術協力はやめ、援助はプール・ファンドを通
じて行うべきだと結論付けた。
「個人の能力向上と新たな組織の構築に偏った」技術移転、技術協力のみで終始していては「成
果の持続性を損ねる」
、持続性をもったパフォーマンスに結び付いていかないということの原理は、
前項にて考察した通りである。
しかし、ここにみる UNDP の反省・議論はいささか極端な見解が含まれている。
「技術移転」
がその主眼となっている「個別プロジェクトによる技術協力」はやめるべきであるという結論付
けは拙速であるといわざるを得ない。これは、マネジメント・コンサルティングが状況いかんで
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有効に働くことがある33ことと同じであり、新しい手法・概念による国際協力が想定されるならば、
両立して実践されるべきものである。問題は、技術移転・技術協力を受ける側（途上国側）が主
体的にそこで向上した個々人あるいは小集団の技術を活かすことができるかという問題であり、
その能力こそ、
「キャパシティ」という概念で理解されるものである。
一方、JICA（2006、p.4）の反省とは次のようなものである。
「人づくり協力」と総称されたこれまでの技術協力は、公的機関の個人と組織の能力を
高めることに主眼を置いてきた傾向があった。しかしながら、セクター全体における組織
の位置付けが明確でなかったり、組織間の役割分担や連絡体制が整っていなかったりする
ことによって、特定の組織への協力が期待した成果に結び付かないケースや、政策や制度
が適切に運用されない結果、支援した組織の活動が持続しないケースなどが生じた。これ
らの制度や政策、実施体制の問題は、組織や個人のキャパシティが発揮される環境として
決定的に重要であるにもかかわらず、外部条件として扱われ、十分に注視されてこなかっ
た感がある。
ここでは特定の公的機関における個人と組織の能力を高めることに集中することの限界がよく
指摘されている。特定の組織に限定することなく、セクター全体を見渡す視点の重要性、そして、
政策や制度も向上させていく対象として視野に組み込んでいくことが必要であるという認識であ
る。
こうした認識が、下記に示す「三層のキャパシティ・デベロップメント」の考え方に反映され
ている。JICA（2006、p.2）は、GOVNET（2005）の考え方「『組織』を政府機関や非政府組織（NGO）
などのフォーマルな組織から村長たちの委員会や農業生産者のネットワークのようなインフォー
マルな組織まですべてを指すものとし、『社会』のレベルは制度や規範、政治的、文化的な環境
などを示すものとしている。この捉え方の背景には、開発問題の解決には、途上国に住む個々人
の能力が向上するだけではなく、行政や民間企業などの組織や制度、ひいては社会全体の総合力
が向上することが必要であるとの包括的な考え方がみてとれる」を参照し、この考え方に賛同す
る立場を示している。
「キャパシティ・デベロップメント」は大きく二つの特性「包括性」と「内発性」を重視して
いる。上記のように、個人、組織、制度・社会と分類される行為主体には、多種多様なものが存
在していると考えてよい。筆者が次項で議論するカンボジア赤十字社プノンペン支部における事
例もこれを良く示している。これについて、JICA（2006、p2,3）は、廃棄物管理のケースを取り
上げて以下のように議論している。

33
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図 3-7：三層のキャパシティ・デベロップメント

（出所）（JICA）、2006、『調査研究 途上国の主体性に基づく総合的課題対処能力の向上を目指して キャパ
シティ・ディベロップメント ～CD とは何か、JICA で CD をどう捉え、JICA 事業の改善にどう活かすか～』、
国際協力機構、p.2

一例として、途上国の大都市が廃棄物を管理するために必要なキャパシティを考えてみ
る。第一に思い浮かぶのは、ゴミの管理を担う行政組織である自治体の清掃局が十分なノ
ウハウをもっていることだろう。しかし、人口の多い都市では、行政の力だけで廃棄物を
管理することは難しい。その状況にあっては、民間業者への委託やコミュニティの参加な
どによる廃棄物管理も重要なオプションとなる。
このように、多様なアクターが関与する場合には、各アクターの役割分担を明確にした
廃棄物管理の「体制」が定着していることが重要であろう。また、廃棄物は種類によって
管理方法が異なる。管理を効果的かつ持続的に行うには、廃棄物を分類し、その分類ごと
に管理基準や管理責任、罰則などの「制度」を定めなければならない。加えて、廃棄物に
関する「政策」が一貫していること、「社会」がゴミ問題に敏感であることなども、廃棄
物管理を改善する要素になる。各都市や各アクターに合った廃棄物管理の「知識」や「技
術」が個人や組織、社会に根付いていることも、これらの各要素を支える重要な土台とな
る。（図 4-13 参照）
以上のように考えると、関係者間の役割分担体制、制度、政策、社会システム、知識・
技術などのすべての要素が、持続的な廃棄物管理に必要なキャパシティを織り成している
ということができる。活動の中心となる行政組織やそこに勤める個人の能力が向上するだ
けでなく、活動を継続させ強化するメカニズムや制度が社会的に定着していかなければ、
その活動が継続的な発展プロセスにつながっていかない。援助を考えるにあたっては、キ
ャパシティをこのようにあらゆる要素の集合体として包括的に捉える必要があろう
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図 3-8：廃棄物管理に必要なキャパシティ

（出所）JICA、2006、『調査研究 途上国の主体性に基づく総合的課題対処能力の向上を目指して キャパシテ
ィ・ディベロップメント ～CD とは何か、JICA で CD をどう捉え、JICA 事業の改善にどう活かすか～』、国際
協力機構、p.4

つまり、これまでは上の図に示す「組織」の部分にもっぱら焦点がおかれて来たのではないか
という反省であり、それよりも右に位置する構成要素「体制」「制度」「政策」「社会」「知識」と
いった多様な要素全体を「包括的」にプロジェクトの対象にしていこうという概念が「キャパシ
ティ・デベロップメント」であるという議論である。
次に、もう一つの特性である「内発性」の問題である。これについての過去に対する反省は次
の通りである（JICA 2006、p.5）
。
従来キャパシティは、インフラのような物的資本、技術や人的資源のように、外から
投資したり移転したりできる「資本」として捉えられることが多かった。それに対し、
CD の考え方は、キャパシティを途上国自身の「課題対処能力」と定義することによっ
て、キャパシティは外から移転できるものではなく、途上国自身の努力によって継続的
に伸ばしていく内発的なものであることを強調している。
キャパシティを「課題対処能力」と捉える考え方の背景には、援助する側が途上国の
既存のキャパシティを軽視し、先進国の技術や知識、システムを外から移転しようとし
てきたことに対する反省がある。持続的に課題を解決するためにはその主体は途上国で
なければならず、途上国が自ら課題を解決するためにはその「課題対処能力」を強化す
る必要がある。課題対処能力を強化するためには、外から先進国のシステムを移転する
ことで「ギャップを埋める」やり方ではなく、途上国自身による意思決定や行動を助け
る知識やアイデアを共有するなど、「触媒」として途上国自身による内発的な努力を後
60

押しする援助のやり方が求められている（図 3-9 参照）
。
図 3-9：キャパシティの移転とキャパシティ・デベロップメントの違い

（出所）JICA、2006、『調査研究 途上国の主体性に基づく総合的課題対処能力の向上を目指して キャパシテ
ィ・ディベロップメント ～CD とは何か、JICA で CD をどう捉え、JICA 事業の改善にどう活かすか～』、国際
協力機構、p.5

内発性を重視するという考え方に筆者は同意するものである。しかし、ここで JICA（2006）が
内発性について行っている議論には補足が必要であると考えられる。それは、技術移転によって
満たされるべき「キャパシティの水準」と、キャパシティ・デベロップメントによって到達する
ところの「キャパシティの水準」とは、必ずしも上記のように同列に比較できるものではない。
図に示してある通り、右側は「課題対処能力」であり、特定の技術である以上に、総合的なマ
ネジメント力である。総合的なマネジメント力を培っていく過程においては、ほとんど必然的に
技術移転に伴うギャップを埋める作業が伴ってくる。従って、「『ギャップを埋める』やり方では
なく」
、とこのアプローチをあたかも否定するような考え方には同意できるものではない。
内発性とは、ここまで議論した特定のセクターや特定の地域という限定はあっても多層で多様
な主体と要素とを対象にする包括的な取り組みを行う主体が、途上国側にあるのか、援助機関側
にあるのかという問題であると考えられる。この取り組みのオーナーシップがどちらに属する
か？ これが途上国側にある場合には、それは内発的であると把握することができる。ところが、
現実にはまずはこのオーナーシップのほとんどの部分が援助機関側にあるか、援助機関・途上国
の間で共有されているというのが開始時点の現実である。
キャパシティ・デベロップメントとは、このオーナーシップを最終的に途上国側に完全に委ね
るまでのプロセスであると考えられる。
これは本節第 4 項で議論した X 理論、Y 理論を適用させた場合、これまでのもっぱら技術移転
によってギャップを埋めるという考え方が比較的 X 理論に近い考え方に拠っているのに対して、
キャパシティ・デベロップメントは Y 理論のほうに考え方が近い。いずれ、途上国側の人材がオ
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ーナーシップを握ることになる、途上国側の人材が自らの使命感をもち多層で多様な主体と要素
とを対象にする包括的な取り組み継続して行っていけるという前提に立っているといえる。
筆者のこれまでの実践においては、この通りの結果をもたらしたといえるプロジェクトは第７
章で取り上げるチャムカーモン病院の事例と、スリランカの住宅支援～生活再建プロジェクトが
ある。そのほかのプロジェクトにおいては、そこまでの結果を導くことなくプロジェクト終了を
迎えることとなった。
キャパシティ・デベロップメントの概念、包括性と内発性を柱にした取り組みの考え方は妥当
である。ただし、包括性に重きをおくばかり、包括的に過ぎることのないように、特定のセクタ
ーと特定の地域に限定したパイロット（先行試験型）
・プロジェクトを積み重ねていく手法をとり、
いわば「選択と集中」を行っていくことが肝要である。そして、どのようにセクターと地域を特
定してどのターゲットについていつ実施していくかという国家レベルの戦略性が求められる。こ
れを途上国側と援助機関がよく共有することがパートナーシップの意味するところであろう。
キャパシティ・デベロップメント概念にかかる以上の議論を踏まえ、内発的地域再生に示唆す
るところを整理すると次の通りになる。
結論として集約できることは、地域において実行体制が整備されることが必須であるというこ
とである。JICA（2006）が指摘しているとおり、実行体制不在のままであると「組織や個人のキ
ャパシティが発揮される環境」が整備されていないことになる。
この実行体制を整備することは、相互依存関係を形成することと重なってくるプロセスである。
キャパシティ・デベロップメント概念の議論においては、すでに見てきたように次に示すような
各領域をつなぎ合わせて総体で発展していく枠組みが重要であると自覚されている（JICA、 2006）
。
‐（大枠では）
「個人レベル」
「組織レベル」「制度・社会レベル」
‐（細分化すると）
「組織」
「体制」
「制度」「政策」
「社会」「知識」
ここで（実行）
「体制」が他の領域と並列に扱われているが、
「体制」は「組織」
「制度」
「政策」
「社会」「知識」といった各領域において人々が遂行する活動を共通のゴールに向けて結びつけ、
舵取りをする仕組みである。その仕組みとは、直接の推進当局である「組織」の人々、
「制度」を
作る人と組織、
「政策」を作る人と組織、
「社会」の人々、
「知識」体系を構築する人と組織、これ
らが結びつき相互に不可欠な存在となる、つまり、相互依存関係が形成されて成立するのである。
実のところ、この実行体制は少なくとも事業の開始段階においては援助機関側の主導のもとに
設計され、援助機関側の人材が事実上これを運営することになる。
ここに「内発性」が備わる、持続性が備わっていくためには、実行体制が途上国側に移譲され、
途上国側が自らの「キャパシティ」によってこれを運営し、設計の改善を行う状況を現実のもの
にすることである。
地域再生においては次の通りとなる。
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再生始動の段階で、相互依存関係を構築する実行体制の設計と初期の運営が始まる。これは多
くの場合、地域外部の人間が主導し、支援する。実行体制を地域自らが運営し、必要に応じた設
計の改善を行える状態になることが内発的地域再生の軌道のるための条件になる。
5.2 カンボジア赤十字社プノンペン支部組織強化／自主財源の必要性
前項においては、途上国の国づくりを支援するという目標にたいして、個人や集団を特定して、
技術の向上、能力の向上を図るというアプローチには限界があるという反省があること、複数の
主体さらに社会全体が総体として課題に対処していくだけの力をつけていくことを目指さなけれ
ばならないという意識が生まれていること、それがキャパシティ・デベロップメントの概念に反
映されていることを確認した。
そしてこの概念に基づいた実践においては、複数の主体間における相互依存関係を形成するこ
ととなり、そのための実行体制を築かなければならない、実行体制が途上国側の主体によって運
営されるようになった時に内発性が確保されることを議論した。
ここで取り上げる 2000 年～2002 年のカンボジア赤十字社プノンペン支部強化プロジェクトは、
その本質としては、相互依存関係を形成すること、そのための実行体制を築くことを目標とした
ものであった。
この事業に必要な予算は日本赤十字社が提供し、筆者がプロジェクトマネージャーとして配属
された。この事業における目標設定と活動項目（抜粋）は表 3-3 に示す通しである。
表 3-3：カンボジア赤十字社プノンペン支部組織強化：目標設定と活動
目標 1：プノンペン支部組織構造の確立（市レベルから最小単位のコミュニティまで）
活動 1-1：マネジメント構造の確立（市レベルから最小単位のコミュニティまで）
活動 1-2：2002-2005 支部開発計画の策定
活動 1-3：インフラの整備・強化
目標 2：支部各レベルの人材のマネジメント能力強化
目標 3：支部の自立発展のための資金調達と資金マネジメント力の強化
活動 3-1：資金調達の仕組み構築
活動 3-2：情報共有、報告、出版による資金提供者からの信頼構築
目標 4：カンボジア赤十字社本社、行政機関、他機関との連携強化
活動 4-1：保健、災害対策、青少年の分野ごとの提携先と覚書の取り交わし
目標 5：赤十字運動、原則、国際人道法の普及
目標 6：ボランティアを登用、育成、訓練する能力の強化
目標 7：青少年活動展開の能力の強化
目標 8：基礎保健・衛生・環境の改善活動への青少年の参加促進
目標 9：プノンペン市内における自然災害への対応能力の強化
（出所）筆者作成
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図 3-10：カンボジア赤十字社プノンペン支部（2001）

（出所）筆者撮影、2001

この事例においてプロジェクトの目的は、カンボジア赤十字社プノンペン支部の強化、組織開
発であった。このプロジェクトでは、実施開始早々から、プロジェクトの対象であるプノンペン
支部のみに焦点を当てていたのでは効果が充分にあがってこないということが自覚されるに至っ
た。
図 3-11 に示しているのは、プノンペン支部の関係者構図である。カンボジア赤十字社プノンペ
ン支部を中心に関係者を整理した場合、こうして様々な行為主体が関連していることが分かる。
赤十字は、災害対策・災害救援、保健、青少年を活動の柱にしているが、プノンペン支部がプノ
ンペン市のこれら災害対策・救援、保健、青少年の問題をすべてその肩に責任を負っているもの
ではない。赤十字おいては、赤十字とは行政組織の補助機関（auxiliary）としての位置づけにある
という原則がある。
災害対策・災害救援の場合には市の災害対策部（Disaster Management Committee）がある。
保健の場合、プノンペン市の保健部（Health Department）、市内各所のヘルスセンター、がすで
に市の保健活動の担い手として存在している。
青少年活動の場合には、市の教育・青少年・スポーツ部（Education, Youth & Sport Department）
が存在している。
さらに、都市貧困層、スラム住民の問題については、国連機関（United Nations for Human
Settlements）が主導的な立場で取り組んでいる状況であった。
こうした状況の中で、プノンペンにおける災害対策上の問題・保健の問題・青少年の問題につ
いて一定の向上をもたらそうと考えた場合には、プノンペン支部単体で能力強化のトレーニング
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を行ったとしても結果に必ずしも結び付かないことを認識することとなった。
これは、赤十字内部における問題にも共通することがあり、当時全国に 24 ある州の支部組織機
構の仕組みが統一されたものとして確立されておらず、プノンペン支部において全国に先駆けて
これをつくり、全国支部が倣って順々に組織機構をつくるという枠組みが決められていた。その
際、プロジェクトはプノンペン支部単体を対象に行うものではなく、カンボジア赤十字社の本社
において全国にどのような組織機構をもった支部のネットワークを築くか、その方針をたてると
ころから始めなければならない。従って、プロジェクトとしてこのカンボジア赤十字社の本部を
対象として働きかけが大きな比重をしめるようになった。
こうした背景を考慮した場合、プノンペン支部の組織強化のプロジェクトといっても、実際に
プノンペン支部のみを対象にプロジェクトを行っていたのでは結果に結び付かないという現実が
明らかになる。プロジェクトにおける重要な目標とは、プノンペン支部が単体で発揮できる能力
ではなく、プノンペン支部が行政の補助機関としての役割を自任しつつ、行政または関係する機
関とプノンペン支部が、総体としてプノンペン市における災害・保健・青少年の問題にいかに貢
献できるのかという問題であるということになる。
赤十字の枠組みにおいて孤立していたり、プノンペン支部の人材やボランティアの能力開発の
みに注力している限りにおいては、災害・保健・青少年といった特定の分野において、プノンペ
ン市という地域において何らかの結果を生み出すことは難しい。結果をだすためには、分野と地
域を共有する主体同士が相乗効果をもって役割分担をし、それを定着させることが到達点である。
プノンペン支部自らが任意に実施する活動が持続するというものよりも一定の高次のものであ
り、プノンペン支部が補助者として行動する役割分担によって成り立つパフォーマンスのあり方
が築き上げられ、これが継続していくというものである。
そこには発想の転換が求められる。我々が何を為すかを先に考えるのではなく、自分たちが任
されている地域の社会的状況・ニーズの全体を把握し、そこですでに機能している主体の働きを
認識するところを先に考えるということである。すでに機能している主体の働きを不必要にライ
バル視することなく、それをさらに強化するために自分たちに出来ることは何かを特定するとい
う順番で思考を行うということである。
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図 3-11：カンボジア赤十字社プノンペン支部関係者構図 (2000-2002)
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こうした自覚のもと、プロジェクトにおいて筆者が注力したことは、プノンペン支部のリーダ
ーシップを担う人材に対して、支部をとりまく関係者との連携を築くための行動に移すことを促
すことであった。
通常、この局面において、双方が必ずしも積極的に動かないという現実に直面することが多々
あった。個々にみられた傾向とは、支部の人材が「それは必要ない」と拒む局面、その心理的な
背景としては、
「自分たちですべてできるのだ」という過剰なプライドと過信がそこにはある。こ
こを打破することは極めて困難であった。
筆者が在任中は、この連携によって効果を発揮する枠組みが成果を上げた事例が生まれた。例
えば、後述するチャムカーモン病院の地域における保健活動である。チャムカーモン病院の職員
は、自らがもつ保健教育教材を持参して実際にコミュニティにおいて保健教育を行う、その場所
にプノンペン支部に属しているボランティアが地域の住民のうちターゲットとなる母親を集めて
くるという役割分担である。
また、2001 年には、プノンペンのスラムにおいて大火が発生し、一万四千世帯が消失すること
となり、地区の住民が郊外に一斉に移転を余儀なくされたことがあった。その際に、行政が土地
を割り当て移転そのものの手続きを進行させる一方で、プノンペン支部は移住地区にボランティ
ア組織を発足させ、行政と住民との橋渡し役を担う存在となり、衛生教育を行い、新たな給水シ
ステムの共同管理を推進する役割として活躍した。
ここでは、プノンペン支部と行政当局、保健当局との相互依存関係が形成されて住民のニーズ
に応えることができていた。プノンペン支部と当局による共同体が生まれていたのである。
しかしながら、筆者が 2008 年に再度支部を訪れた際には、こうした枠組みは大きく後退、提携
関係は希薄となり支部による活動は大きく縮小した状況であった34。
連携を組もうとする行動そのものが一定の努力を要する困難なものであり、自らを安住の環境
から解放することへの心理的な抵抗がある。関係者間で何か共同で物事を為そうとする時には、
自らの能力、知識、資質などが全面的に明らかにされるため、それへの恐れもそこにはある。そ
こに「劣等感」が働くのである。
さらに、世界で最も大きな人道支援機関の赤十字であるという自負も手伝って、自分たち単体
で物事を解決してみせるという過信がそこにあり、これも共同環境を作り上げるうえで結果的に
障害となった。これが、本来自覚しているはずの行政の補助機関であるという立場を全うできな
い背景となってしまう35。

34

35

2008 年に筆者が支部を訪れた際、支部のリーダー達は健康上の問題を抱えており、疲弊した状況にあった。
このことも活動の後退に影響している。支部のリーダーたちは高齢でもあり、次世代への継承の問題がある
ことも示唆される。
もっとも、この傾向はカンボジア赤十字社やそのプノンペン支部に限らず、世界の赤十字社の多くにみられ
るものである。
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図 3-12：カンボジア赤十字社プノンペン支部
2001~2002 支部強化戦略・計画
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こうした状況が生まれた背景は次のように整理される。
 2001 年‐2002 年の支部強化戦略、行動計画（図 3-12）はその後において支部が更新し新たな
戦略・行動計画として策定されることはなかった。
 日本赤十字社の財政支援と職員派遣が 2002 年をもって終了した。
ドナー（日本赤十字社）からの財政支援財が終了した後、2001 年‐2002 年と同様の規模におい
て活動を展開するだけの資金をカンボジア赤十字社および支部が準備できないままであった。
さらに必要な活動資金を提供する側に立つこのプロジェクトに派遣された職員の立場は極めて
強固なものであり、発揮されるリーダーシップは強力であった。この背後には、ドナーと受益者
側との間には支配従属の関係が存在していたともいえる。
通常、前述の通りに困難を伴う連携関係構築においても、資金提供者である同職員の勧告であ
れば重い腰をあげて行動に移していた。
しかし財政支援が終了した時点で資金が枯渇し、同職員が任期を終了した以降の活動は停滞す
るのみであった。
ここから得られる示唆とは、自立し持続性を確保するうえでは十分な自主財源をもつことが必
須であるということである。自主財源をもたない状態においては、ドナーからの資金援助に頼る、
またはドナーから派遣される人材が発揮するリーダーシップに頼るという依存から抜け出すこと
が出来なくなるのである。
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第５節 内発的地域再生の条件
本節においては、本章におけるここまでの議論を振り返り、内発的地域再生が成り立つための
条件となるものを整理し、次章以下の議論における前提となるものを形成しておきたい。
第４節までの議論において導き出すことができたものは、
「ビジョンと戦略」
「自主財源」
「実行
体制」の 3 つであった。それぞれについて次のように整理しておきたい。
ビジョンと戦略
内発的発展論において発展の担い手は地域にいる個人であることが規定されている。一方、地
域における個人は企業内の個人と異なり地域（または共同体）との支配従属関係にはない。従っ
て、再生に向けての個人の行動は自発性に基づくものとなる。
組織における個人の自発性を重んじる理論としての典型がマグレガーの Y 理論である。Y 理論
に基づけば、企業の目標と個人の目標との統合を促進することができるとしている。これに従う
と、地域が総体としてもつ目標が個人の目標と一致する、統合される状況の創出を促進すること
ができる。従って、地域において目標が設定されなければならない。
「目標」とは現在では「ミッション」「ビジョン」「戦略」によって構成されるものである。個
人がミッションに共鳴し、ビジョン実現に向けてのコミットメントを持ち、戦略に従っての行動
ができる、これが整わなければ個人を担い手とする内発的再生は成り立たない。
自主財源
カンボジア赤十字社プノンペン支部組織強化の取り組みから示唆を得た。
組織強化と相互依存関係形成、そして活動強化の取り組みは、ドナーからの資金援助、ドナー
が派遣する人材配置が終了するとともに持続することがなかった。
財源を他に依存することは、リーダーシップの他への依存、支配従属関係を生むことになる。
従って、目標達成、活動展開のための財源を自らがもつこと、つまり自主財源をもつことが必
須となる。
実行体制
「キャパシティ・デベロップメント」の概念から示唆を得た。
目標達成に向けては、特定の個人、特定の組織を単位として能力開発を行っているのみでは効
果が上がらない。複数の個人、複数の集団が複数の活動分野・領域において共有する目標を持ち
これに向かって取り組むことで実績が生まれる。
実行体制とは、複数の個人、複数の集団、複数の活動分野・領域を結びつけ相互依存関係を形
成し、これを運営していく仕組みのことである。これが不在では再生努力が始動しない。
実行体制については、そのオーナーシップが外部者にあるうちは地域が依存している状況であ
るが、オーナーシップが地域に移譲されることによって内発性、持続性を備えることができる。
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表 3-４：内発的地域再生の条件
ビジョンと戦略


再生に向けての個人の行動は自発性に基づく。



地域の目標が個人の目標と一致する、両者が統合される状況の創出が必要。



地域において目標（
「ミッション」「ビジョン」
「戦略」）が設定されなければならない。



個人はミッションに共鳴し、ビジョン実現に向けてのコミットメントを持ち、戦略に従っ
ての行動ができる。

自主財源


財源を他に依存することは、リーダーシップの他への依存、支配従属関係を生む。



目標達成、活動展開のための財源を自らがもつ、つまり自主財源をもつことが必須となる。

実行体制


目標達成のためには、複数の個人、複数の集団が複数の活動分野・領域において共有する
目標を持ちこれに向かって取り組むことが必要。



複数の個人、複数の集団、複数の活動分野・領域を結びつけ相互依存関係を形成し、これ
を運営していく仕組み＝実行体制が必要。



実行体制のオーナーシップが外部者にあるうちは地域が依存している状況。



オーナーシップが地域に移譲されることによって内発性、持続性を備えることができる。

（出所）筆者作成
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第４章

「内発的再生始動モデル」の設定

第３章においては、内発的地域再生の条件として「ビジョンと戦略」「自主財源」「実行体制」
の 3 つの要素が必要となるという仮説を設定し、それぞれにおける基本的条件について先行研究、
先行の実践事例をてがかりに考察した。
本章より、本研究は「内発的再生始動モデル」の構築を試みるものである。
これは、第３章にて設定した内発的地域再生における 3 つの条件それぞれについて再生始動段
階でどこまで到達することが求められるのかを明らかにしようとするものである。
本章において、第１節では「内発的地域再生」のための舞台設定としての「再生始動」の位置
づけを確認する。
第２節において、先行研究と事例を用いて再生始動において「ビジョンと戦略」の策定と浸透
のあり方、
「自主財源」確立のあり方、
「実行体制」構築のあり方を順に検討する。
これを踏まえて第３節では「内発的再生始動モデル」を仮説として設定し、これを第５章から
第７章にかけて検証していくこととする。
第１節 再生始動の位置づけ
本研究では、再生努力の出発点を第３章第３節にて整理した衰退局面である【タイプ B】とし
て類型される状況においている。そこから【タイプ C】として類型される状態に向かっての努力
が始動する。
【タイプ B】の段階（衰退局面）においては内発的地域再生の条件「ビジョンと戦略」
「実行体
制」
「自主財源」の 3 つの要素いずれもが不在である。ここが出発点となる。
図 4-1 に示したとおり、内発的地域再生の到達点（【タイプ C】）に至るまでには、
「再生始動段
階」と「持続成長段階」の 2 つのフェーズが存在する。
「持続成長段階」とは、地域が財政的支援、リーダーシップを他に依存することなく、自らが
もつ資源、自らが調達する資源によって自立した持続的成長の軌道に乗っている状態である。
一方の「再生始動段階」は、これと【タイプ B】の状況、衰退し「ビジョンと戦略」
「実行体制」
「自主財源」の 3 つの要素いずれもが不在の衰退局面との乖離（ギャップ）を埋めていく段階で
ある。再生始動段階においては不在である「ビジョンと戦略」の策定と浸透、
「自主財源」の確立、
「実行体制」の構築のいずれにおいても初めて地域において行うものである。真っ白なキャンバ
スが目の前にあるという表現も可能である。
内発的再生始動とは、地域が共同体化され（（個人、世帯、個人事業主などの）「個」の集合が
共同体化され）
、経営の単位になる、実際に経営が機能するまでのプロセスである。
そして、これを「ビジョンと戦略」の策定と浸透、「自主財源」の確立、「実行体制」の構築を
行い、次のフェーズである地域が内発的に再生努力を継続する「持続成長段階」に至る準備を整
える・舞台設定を行うことによって推進していくものである。
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図 4-1：内発的地域再生における「再生始動段階」と「持続成長段階」

「ビジョンと戦略」の策定と浸透、
「自主財源」の確立、
「実行体
制」の構築を行い、地域が内発的に再生努力を継続する「持続成
長段階」に至る準備を整える・舞台設定を行う。

再生始動段階
【タイプ B】衰退局面

--------------------------持続成長段階

【タイプ D】
再生始動段階で（再）形成される
相互依存関係

【タイプ C】再生後
（出所）筆者作成
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ここで、再生始動において根幹をなす概念につき、今一度次の通り整理する。
地域：

特定の地理的領域、そこにいる人々、及びそこで成立し営まれる社会・経済・
文化の総体。
（原則として農山村の一集落あるいは市街地の一商店会といった単位（人口 1000
人程度以下、世帯数、事業者数 200 程度以下）を想定。）

共同体：

地縁的つながりを軸として一定の利害を共有する人々の共同生活及び共同事業
の様式。

経営：

理念に基づき、必要な資源を調達・動員し合理的な道筋をつけて、目的や目標
を達成していくこと。

地域再生：

地域が地域資源の活用を基軸に社会・経済・文化の発展の単位としての地位を
回復するプロセス36。

地域再生の始動： 地域における（個人、世帯、個人事業主などの）
「個」の集合を共同体化し
経営の単位とし、実際に経営を機能させるプロセス。
第３章「地域衰退と再生の理論」において、
【タイプ B】を出発点として再生を始動する際に新
たに形成し直す相互依存関係がどこにあるかを特定し【タイプ D】とした。それは；


地域内部における「個」同士の相互依存関係



風土との相互依存関係

である。
再生始動はこの二つの相互依存関係を形成するプロセスである。
そこには【タイプ C】を到達すべきビジョンとする経営が働かなければならない。
地域再生始動のプロセスが完了するとは、次のことを意味する。


地域内の「個」同士の相互依存関係が再構築され、地域が共同体化され、共同体化された
地域自らが地域を経営する。



地域と風土との相互依存関係が再形成される



共同体は自立し、
「理念に基づき、必要な資源を調達・動員し合理的な道筋をつけて、目的
や目標を達成していくこと」ができる。



共同体は他の地域との相互依存関係、風土との依存関係を再構築し、これを持続させてい
くだけの経営力をもった集団となっている。

36

プロセス：特定の企業や組織内部における、またサプライヤーや取引先を含むステークホルダーと共に構成さ
れる「業務プロセス」とは異なる概念である。ここでいうプロセスは、地域が衰退局面に入って脆弱となって
いる状況から経営努力を動員して実践を重ね、脆弱性を克服し自立した社会・経済・文化の発展のための単位
となるという変革がなされるまでの過程のことである。
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本章では、地域再生の始動をどう設計して実行していくのか、その仮説を「内発的再生始動モ
デル」として設定する。
「内発的」とは、地域の再生においてこれを担う主体が（共同体化された）
地域そのものにある、地域内にある資源を軸に、地域内の「個」によって構成される共同体が自
らの地域を経営しているという性格を表すために用いているものである。地域の再生を、
（厳密に
言えば「外部」者である）行政などからの働きかけ、サービス、投資・補助金などに委ね、時に
従属してしまう構造と対比させているものである37。
もっと単純化していえば、このモデルは、地域をどう再生させるか（how to regenerate a local
society）
、よりも地域がどう自らを再生するか（how a local society regenerate itself）を理論付けるの
である。後者の道は、地域による内発性を根幹としているのである。
この「プロセス」の設計と実行のあり方を「内発的再生始動モデル」として考察する。
既に述べた通り、
【タイプ B】の状態にある地域において、
【タイプ C】で示した通りに相互依
存関係を回復させ、地域を共同体化し、かつそこに経営力を備えさせるとは変革と呼ぶに等しい
プロセスである。
このプロセスを適用させるのは、地域としての最小単位である農山村にある集落や、個人商店
の集合である商店街などが妥当である。人口にしておよそ 1000 人程度以下、世帯数、店舗数また
は事業者数にして 200 程度以下が適正規模であると考えられる。すでに相互依存関係が希薄であ
るあるいはこれを喪失した者同士を結びつけての地域再生を始動するうえで、適正規模以上に多
くの個人や事業者を対象にすることは現実的ではない。
ただし、同時進行で「地域再生の始動」を複数の地域で行い、実績が集積されていくことで地
域同士の相互依存関係が生まれてくることにもなり、再生がより広い地理的領域へと拡大してい
くことになる。

第２節 「内発的再生始動モデル」の構成
再生始動においては、以上整理してきたとおり、
「ビジョンと戦略」の策定と浸透、
「自主財源」
の確立、
「実行体制」の構築を行い、次のフェーズである地域が内発的に再生努力を継続する「持
続成長段階」への準備を整える、舞台設定を行う。
ここで、これら各概念について以下のとおり整理しておく。
【ビジョンと戦略】
経営においては、その到達点であるビジョンが設定され、これに到達するための戦略が策定さ
れていることで、達成すべき目的・目標とそこに至る方法・手順が具体的に明示される。
【自主財源】
そのために必要な資源として、不可欠なものは財源である。財源のマネジメントは「内発的」
37

鶴見和子、西川潤らによって提唱されている「内発的発展論」の考え方は、筆者が試みている「地域衰退と
再生の理論」そして「内発的再生始動モデル」との親和性・整合性が高い。鶴見によれば、内発的発展とは「目
標を実現する社会の姿と、人々の暮らしの流儀とは、それぞれの地域の人々および集団が、固有の自然生態系に
適合し、文化遺産（伝統）に基づいて、外来の知識・技術・制度などを照合しつつ、自律的に創出する」ことで
あり、その単位は「地域」である。
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プロセスにおいては、他者、あるいは外部に委ねるのではなく、地域自らが行う。確保した資金
を活用しての地域のなかでの投資、または融資を地域自らが優先順位を確定し意思決定し実行す
る。このように、財源を自らマネジメントすることが、
「自主財源をもつ」ことの意味である。
【実行体制】
地域内の「個」がすべて参画する形をとるのか、自主財源は誰がどのように管理するのか、リ
ーダーシップの置き方はどうするのか、外部者の支援をどう取り込むか、どのようなツールが用
いられるのかといった要素が盛り込まれる。
第 1 項では、地域再生におけるビジョンとは何か、戦略とは何か、なぜこれらが必要であるか、
戦略の浸透と実践にはどのような課題があるのか。これにつき、戦略および戦略経営にかかる先
行研究をてがかりに考察する。
第 2 項では、地域再生における財源確保、自主財源の確立にかかる考え方を先行研究・事例を
てがかりに考察する。
そして第 3 項では、国際協力事業における事業の実行体制の設計と事業運営におけるツールの
設計と運用にかかる方法論、さらに支援者と実践者によって構成される事業実施体制について考
察する。
以上の考察を踏まえて、再生始動においてどのように「ビジョンと戦略」の策定と浸透、
「自主
財源」の確立、
「実行体制」の構築を進めていくかそれぞれ検討したうえで、第３節における「内
発的再生始動モデル」の設定へと結びつけていく。
1. ビジョンと戦略の策定と浸透
1.1 ミッション・ビジョン・戦略の概念
戦略とは、実のところいまだもって共通した理解が形成されていない概念である。バーニー
（2003、p.28）は「この『戦略』という概念をいったいどのように定義するかについては、多く
の異論異説が存在する。事実、戦略について書かれた本の数だけ戦略の定義は存在すると言って
も過言ではない」状況であると述べている。そのバーニー（2003、p.28, 29）は、戦略とは「いか
に競争に成功するか、ということに関して一企業がもつ理論」であると定義しつつ、次のように
多種多様な定義付けがこれまで為されてきたと参照している。
この「戦略」の定義例であるが、すべてに共通の考え方がどこにあるのかを見出せないほどに
多種多様なものになっている。その一因としては、
「戦略」をどこに位置づけるのかというコンテ
クストが統一されていないことがあげられるであろう。さらに、それらが「企業」のものなのか、
「国家」のものなのか、
「組織」のものなのかという戦略のオーナーが誰かというところについて
の統一された了解の存在が確認できない。
筆者は、戦略とは企業のミッションとビジョンとの関連性において位置づけられ、構築されな
ければならないものであると考える。ミッションに従い、それを達成する存在であるわが社が一
定の未来においてどのような存在であるかという具体的な未来像としてのビジョンがある。これ
らを現実のものとするにはどうするか（How to）が戦略である。この How to が明らかになって
いないとパフォーマンスは一貫性を欠き方向性を失い迷走を繰り返すことになる。
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表 4-1：
「戦略」の定義例
戦略とは：

「戦争の全体計画、個別の活動方針、およびそれらのなかでの個別具体的行動
計画」
（Von Clausewitz, 1976:177）

戦略とは：

「そのプレーヤーがすべての可能な状況の下でどのような選択肢を選ぶかを
明示する包括的計画」
（Von Neumann and Morgenstern, 1944:79）

戦略とは：

「長期的視野に立って企業の目的と目標とを決定すること、およびその目的を
達成するために必要な行動オプションの採択と資源配分」（Chandler, 1962）

戦略とは：

「①組織の基本的ミッション、目的、目標の策定、②それらを達成するための
政策と行動計画、③それらの組織目標を達成するために戦略が実行されること
を担保する方法論」
（Steiner and Miner, 1977:7）

戦略とは：

「企業の基本的目標が達成されることを確実にするためにデザインされた
包括的かつ統合されたプラン」
（Glueck, 1980:9）

戦略とは：

「無数の行動と意志決定のなかに見出されるパターン」
（Mintzberg and McHugh,
1985:161）

戦略とは：

「組織の目標を達成するための方法」（Hatten and Hatten, 1988）

戦略とは：

「組織の意図された目的を満たすために策定された計画と取られた行動」
（Miller and Dess, 1933:5）

戦略とは：

「コア・コンピタンスを活用し、競争優位を獲得するために設計された計画と
行動」
（Hitt, Ireland and Hoskisson, 1977:115）

（出所）ジェイ・B・バーニー（岡田訳）2003、『企業戦略論【上】基本編 －競争優位の構築と持続－』29 頁

実はミッション、そしてビジョンという概念であるが、いずれも明確な定義が定まっているも
のではない。然しながら、本論文における議論においてもこれらの概念は「戦略」とともに「内
発的地域再生」と関連づけられながら活用していくものであるため、本項でこれら 3 つの概念に
つき、地域再生のコンテクストにおいて、地域（および地域において形成される共同体）がオー
ナーであるという条件にて規定し、定義づけを行っておきたい。
まず、ミッションである。筆者は「使命感」という言葉に集約できると考える。時に「理念」
の概念とも重複するものである。ミッションは地域（共同体）の存在理由、存在意義、そして使
命である。つまり、自分たちが存在する理由は何か、自分たちの存在意義は何か（自分たちは何
のために存在するのか）
、自分たちの使命は何か（自分たちは地域に、また広く社会に対してどの
ような貢献をすることを使命とする存在なのか）、自分たちの存在価値はどこにあるか、これらに
ついての一人ひとりの根底における自覚によって生まれてくる使命感である。これは必ずしも成
文化されている必要はない。どのようなステートメントをつくるかという事よりも、ミッション
をどこまで強固なものとできるか、ミッションをどこまで広く共有できるかが重要である。強固
なミッションが広く共有できたということは、続くステップ、ビジョンの設定、戦略の構築、そ
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して実践にいたるプロセス全体をやりぬく精神的な原動力が準備出来たことを意味する。
ミッションは最高次のものと比較的具体的なものとの組み合わせで構成されることになる。最
高次のものとは、
「人々の幸福や豊かさが実現され、そこに住み働くことが歓びにあふれた地域を
つくるのだ」というものである。比較的具体的なものとは、例えば第１章（第 1 節第 3 項）で整
理した段階的な到達点を達成してみせるという「使命感」であり、我々の働きによって何として
も「住民の意識を変革してみせる」
、「成功体験をつくり後続を育ててみせる」、「地域に富を取り
込んでみせる」
、
「次の世代への継承の道筋をつけてみせる」、そのために我々は存在しているのだ
という使命感である。
さて、こうした使命感が醸成され共有されたとして、では、どうやってこれを果たしていくの
かという問題である。これに応えるのが、「ビジョン」と「戦略」である。
第１章で整理した段階的な到達点とは、地域そのもののビジョンを表す。一定期間後に、地域
はこのような状態にあるという描き出しである。
「複数の成功体験とこれへの後続が生まれている」
「富が蓄積されている」
「次世代への継承の道筋がついている」わが町、わが村、わが集落という
未来像である。さらには、ミッションを果たしていくにふさわしいわが町・わが村はどのような
事業・活動を展開しているか。どのような能力をもったに人々がどのように配置されているか。
年間に必要な事業予算・活動予算はどの程度あり、それをどう調達しているか。こういった具体
的なわが町、わが村の未来像が含まれる。
そして、
「戦略」である。現在の地域の姿は、到達目標、ビジョンとは離れた状態にある。その
ギャップを如何にして埋めるのか、その具体的な方法、手順、計画が戦略である。地域固有のコ
ンテクストに応じて、どの具体的な手法（例えばコミュニティ・ビジネス、ソーシャル・ビジネ
ス、地域自給、グリーンツーリズム、農の六次産業化、循環型農業、町並み保存など）をわが町・
わが村の活動として取り入れるか、複数ある場合は如何に組み合わせるか、それをいつ始め、い
つまでに軌道にのせるのか、誰がそれぞれの活動のリーダーシップをとるか、といった内容にな
る。
ミッションの最高次の部分は時間の経過にかかわらず変わることはないが、段階的到達目標に
結び付く具体的なミッション、地域未来像としてのビジョン、そして戦略は、地域再生の進行に
基づいて、定期的にアップデートされ、修正が加えられていくものである。
以上が、筆者の地域再生における、実施主体を目的共同体とするというコンテクストにおける
「ミッション」
「ビジョン」
「戦略」についての規定、定義と基本的な考え方である。
ここより、以上の議論を、Saloner et al. の議論を中心に参照しつつ、組織にはなぜ戦略が必要
か、戦略はどう構成すべきかを考察して理論的な補強を行っておきたい。
地域（共同体）が戦略を必要とする根本の理由は、ここまで議論した通り、ミッションを如何
にして果たすのか、ビジョンをどう実現するのかが明確になっていなければ人々は行動の指針を
得られないからである。これとともに、組織内における意思決定に一定の一貫した方向性を与え
78

ること、そしてパフォーマンス38を高めていくということにも戦略が必要となる根拠がある。
Saloner et al. (2001, p.2) が描く組織の現実とは、「マネージャーたちは、来る日も来る日も途方
に暮れてしまうほどにずらりと並んだ選択をしなければならない。そこには、どんな製品やサー
ビスを提供していこうか、どの投資を実行しようか、どんな人事管理上のポリシーを実行しよう
か、どんな組織構造を適用させようか、という具合である。規模がそれほど大きくない組織にお
いてさえ、戦略上の選択というものは、多様な意思決定者よってなされるし、それは多くの異な
る部門、多くの地域にいる多くの従業員たちがこれを実践する」ということである。
そこで、もし組織に戦略がなければ「企業が歩んでいくべき道筋を決定づけるものが、競合環
境から繰り返し受ける激しい打撃や、企業内の個々に独立したアクターが任意に行う意思決定の
積み重ねとなる。企業のパフォーマンスは偶発的で一貫性を欠いたものになり、機会は失われ脅
威のほうがじわじわと押し寄せてくる」(Saloner et al, p.2) 。従って、
「企業のマネージャーにとっ
て、自分たちのビジネスが達成したいものが何であるかについての共有された総体的な感覚とい
うものをつくっておくこと、そしてゴールとなるものを達成することを可能にすると信じること
のできる戦略を構築すること」(Saloner et al, p.2) が不可欠である。加えて、戦略をつくりこれを
実践することによって「マネージャーは企業活動に方向付けをしていくうえでのコントロールを
効かせ、企業のパフォーマンスを高めていくための道筋を描くことができるようになる」(Saloner
et al, p.3)。
Saloner et al.はこのように、企業や組織がすでに多様で複雑な構造を有し、多様で複雑な意思決
定を日常的に行う存在になっているという事実を強調し、それゆえに一定の方向付けを行わない
ことには企業は迷走する集団に変わりパフォーマンスが低下してしまうことを警告している。
では、多様性と複雑性をもつ企業活動に一定の方向付けを行い、意思決定の拠り所となり、行
動の指針ともなり、結果的に高いパフォーマンスへと導く戦略とはどのような要素をもつもので
あろうか。
Saloner et al. (2001, p.19-20, 23) は、4 つの構成要素があるとしている。一つ目に「長期的に目指
すべき明確な到達点」
、二つ目に「わが社の事業範囲：どのような製品をどのマーケットへ提供す
るか、企業が展開する活動領域をどこに置くかの設定」
、三つ目に「わが社が獲得し維持する競合
優位性についての明確な規定」
、四つ目に「競合優位性を獲得することを可能にする基礎ロジック
（わが社がここで競合していくと選択した競合環境において競合優位性を獲得するうえでわが社
の基本的なコンテクストは何か？）
」である。
また Krogh et al. (2000, p.71-83) は、組織における未来への視点を戦略に盛り込むことの妥当性
を強調する。戦略には、現状の収益性を確実にする「生き残り戦略」と、未来の収益性を確実に
する「前進戦略」の二つの基本的な類型があり、これら二つを両立させなければならない、そし
て、「
『生き残り戦略』は現状の競合優位の源泉となるものを引き出す」一方で、「『前進戦略』は
38

パフォーマンス：通常「業績」の訳が充てられるが、
「業績」は主として結果を表す意味合いが強い。本論文で
は次のような意味として使用する。
「パフォーマンスとは、組織や個人の能力・実力の発揮状況であり、高いパ
フォーマンスを発揮すれば業績につながる。一定の期間内に能力・実力を十全に発揮し、無駄のない効率のよ
い活動を行って、高い業績（営業成績、求められる社会貢献等）を実現する人、チーム、組織のパフォーマン
スは高くなる。
」
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未来の競合優位の源泉を開拓する」ものであり、
「多くの組織では前進戦略のほうがおろそかにさ
れている」としている。
地域再生の取り組みにおいては、Saloner et al が指摘した組織にある多様性と複雑性はさらにそ
の度合いが大きいと考えなければならない。組織においては、いかに複雑で多様なアクターが活
動を展開しようとも、そこには管理が及ぶシステムが存在している。その根底には、上司と部下
の関係で成立する指揮命令系統、会社と従業員との間にある賃金の契約があり、個々人がそれぞ
れの個人的な利益を求める、個人的な主張を繰り返す、または会社の方針に正当な理由なく反対
し協力を拒否するといった行動には制約が加えられている。拒否するならば辞めてもらって結構、
という抑制が最終的に働くのである。
ところが、地域再生においては、こうした管理機能、雇用主と従業員という関係、そして指揮
命令系統が存在していない。個人的な利益や思惑を抑制する機能が脆弱である。このことは二つ
のことを意味する。すでに述べた通り、地域にある複雑性、多様性は組織に比べてその度合いが
大きく、意思決定に一貫した方向性をあたえる機能をもつ戦略の必要性がより際立ってくるとい
うことである。同時に、複雑・多様であるがゆえに、特定の戦略に地域全体を統合していくこと
がより困難となることである。この問題は重要であり本論文でも引き続き検討していくが、ミッ
ションを強固なものとして地域全体で共有し、個々人の自発性を喚起していくことによって管理
の効かない不利を克服していかなければならない。
Krogh et al が議論した未来への視点と、
「前進戦略」であるが、地域再生においてはまさにこの
「前進戦略」が主体となってくる。第１章、第２章で議論した通り、グローバル化した社会経済
システムから疎外され、経済発展の単位としての存在意義を失いかけるところまで衰退している
地域においては、
「現状の収益性」に頼っているのみではその衰退傾向に歯止めをかけることはで
きない。新たに富を取り込むことをしなければならない、すなわち、未来の収益性を確実にする
ための「前進戦略」である。より積極的な未来志向がそこには反映されていなければならない。
なお、バーニー、Saloner et al、Krogh et al いずれも戦略がなぜ必要かという問いに対して、競
争に成功する、競合優位を獲得するためという理由を挙げている39。これは、地域においてはどう
であろうか。必ずしも地域においてこれを中心に据えることは妥当とはいえない。地域再生にお
いては、新たなビジネスを興し、これによっての収益によって富を取り込んでいくことが必要と
なってくる。その新たなビジネスの展開においては、すでに商業再編（第２章参照）の動きが本
格化しているなか、大企業によって展開される商業と競合しこれに勝利することを志向する方向
性よりも、そこにはない独自の価値を提供する方向性のほうが妥当である。従って、いかに独自
39

競合優位性：筆者は本項で、地域においては戦略が競合優位性を獲得するためにあるというよりは、むしろ関
係性の構築や独自の価値を創造するためにあると論じた。本研究のテーマとは若干外れるが、企業においても
同様の視点を検討できる。第１章で言及したトヨタの「デザイン・イン」の手法はこの典型であり、部品メー
カーとの価値観の共有、深い信頼関係に基づいて高い品質の製品を送り出すことが可能になっている。そこで、
他の自動車メーカーとの関係性とは、自社のみが勝ちたい、自社のみがシェアを獲得したいという競合の関係
ですべてが語られるはずはなく、お互いにリスペクトしあうライバル関係であり、相互に共存共栄の道を探る
関係でもあるはずである。戦略論においては、競合優位を獲得することがあたかも経営の至上命題のごとく扱
われる傾向が感じられるが、日本企業の価値観はこれとは一線を画していると考えてよいだろう。
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の価値を創造するか、どのような関係者と協力関係を結んでそれを提供していくかという関係性
構築の側面が、地域再生戦略においてより重視されるべき視点となってくると思われる。競合空
間の膨張・深化によって地域が衰退しているという現象が引き起こされていることが明らかな現
在において（第２章参照）
、今度は地域と地域が競合関係に至るのであれば新たに勝者と敗者の構
図を生むことにもなる。地域と地域は共存共栄の道筋を志向していかなければならない。
1.2 戦略の形成、浸透と実行にかかる考察
前項では地域再生におけるミッション、ビジョンと戦略がいかなるものか、それぞれの関連付
けがいかなるものであるかを議論した。本項では、戦略とは周到に構築されなければならない、
そして組織内または関係者間で周到に共有、浸透させ実行しなければならないことを考察する。
また、本論文では有効な戦略を構築し、共有・浸透させ、実践する活動が総体として遂行できて
いればこれは「戦略経営」が成立しているとする。
「戦略経営」
（Strategic Management）は、これも多様な定義付けが存在している。例えば、Pearce
et al. (1988、Armstrong, 2000, p.38 において引用) は、「戦略経営とは組織の目的を達成するために
デザインされた戦略の構築と実行に結び付く一連の意思決定と行動」であるとしている。一方、
Gunningle et al. (1994、Armstrong, 2000, p.38 において引用) は「戦略経営とは、組織を環境に的確
に対処していくことのできる位置へと導き、組織の総体的目標を達成していくうえでの政策上の
意思決定の基盤を形成するものである」とする。いずれも意思決定・行動に結びつけるうえでの
戦略の存在意義を示唆するものである。
ここでまず問われるのは、戦略そのものの的確さである。Kaplan et al. (2001, p.1) によると「こ
こ数十年の間、経営理論家やコンサルタント、さらにビジネス・プレスはそろって傑出したパフ
ォーマンスを生み出す戦略をいかにして考案することができるのかということにもっぱら彼らの
焦点をあてるようになっている」とのことである。これは前項でとりあげた Saloner et.al の視点
を想起させる。今日の複雑化し多様化する自社の構造、厳しさを増す競合環境の中で、ますます
日々の意思決定が困難を極めるなか、効果的に時機を得た意思決定を次々に行い、行動に結びつ
け、傑出したパフォーマンスへと結び付けたい。その際の拠り所こそが戦略であり、的確さの高
い戦略が存在してこそ「戦略経営」となるという考え方が読み取れる。従って、いかに優れた戦
略を築くことができるかという問題がまずは中心的になってくる。
ところが、品質の高い戦略をもちさえすればパフォーマンスが向上するわけではない。的確さ
の高い戦略とは、ステートメントとして入手可能なものとなるかもしれないが、実はこれを組織
内に浸透させ、これを実行に移す、その実行をマネージするというステップにおいて、戦略構築
に対してと同等かそれ以上の技術と労力が投入されなければならない。
「ある調査によると組織の
戦略が満足に実行できているとするダイレクターは 14％に過ぎず、戦略的ゴールを達成している
ビジネスは 33％に過ぎない」
（英国 2GC 社 2003、公式サイト）、そして「1980 年代初めにマネジ
メント・コンサルタントによる調査は、周到に構築された戦略であってもそれが満足に実行され
ているのは 10％に満たない」
（Kaplan et al (2001, p.1）という問題が確認されているのである。
Saloner et al (2001, pp. 388-389) も戦略を浸透させ、実行に移すことの重要性をこのように議論
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している：
「戦略的な選択肢が確定したのであれば、戦略を設定するうえでの最後のステップはそ
の浸透と実行である。これは、戦略がステートメントとしてはっきりと明示的なものとして示さ
れて初めて可能になる。どのように戦略を浸透させ実行するか、その実際は多様なものであるが、
もし責任あるポジションにある人たちが戦略そのものを承知していなければ戦略が現実に展開し
ていく見込みを立てようがない。戦略プラニングに従事するマネージャーは、大雑把なオペレー
ション上のことしか説明しないことがある。その結果として、組織の他のメンバーは自分たちが
行う意思決定について、組織の戦略との関連性を意識することができないという状況に陥る」40。
Kaplan et al.(2001, p.1) はさらに、
「275 人のポートフォリオ・マネージャーによる研究では、マ
ネージャーたちは戦略を実行する能力の方が戦略そのものの品質よりも重要であると報告してい
る。これらのマネージャーは戦略の実行こそが経営を形づくり企業価値の創造において最も大事
なファクターである述べている」としている。
このように、Kaplan et al、2GC 社そして Saloner et al はそれぞれ戦略が実際には実行されてい
ないことの深刻さを指摘し、それが深刻であるが故に浸透できなければ意味がない、実行できな
ければ意味がない、浸透させ実行に移すことの方が重要であるという意識をつくっていったので
あろう。ところが、これはどちらが重要であるという問題ではない。Alkhafaji (2003, pp. 191~193)
が述べている通り「疑うことなく、戦略の周到な構築と実行はともに組織の目標の達成において
は不可欠」なのである。
ここで、戦略が的確である場合と的確でない場合にどのような違いが生じるのか、実行する・
しないの違いによって何が生じるのか、以下 Alkhafaji (2003, pp. 191~193) による分類と議論（表
4-2）を検討してみる。
ここに示した Alkhafaji の議論は、的確な戦略の忠実な実行が成り立った場合において初めて組
織のパフォーマンスが望まれる水準に至ることを明確に示すものである。そしてこの類型によっ
てより強く示唆されることは、戦略がどの程度組織内に浸透しているか、浸透そのものの品質が
問われるということである。
例えば、戦略はただ単に上部から通達されるものであって、これを「知っている」に過ぎず、
その戦略がなにか欠陥をもっているか、自分がいる部門において適合しているものなのかという
疑問を一切有することなく忠実に実行してしまうと、もしも戦略が何らかの欠陥を有していた場
合には上記のうちの Roulette に陥ってしまう。実のところ、なんら欠陥のない戦略というものは
存在しないと考えるべきである。特に現代の経営環境が目まぐるしく変化する状況においては、
ある一定の時期に作られた戦略はその次の日からその妥当性をじわじわと失っていくと考えてお
いた方がよい。

40

このように浸透と実行という部分の欠落を指摘しておきながら、Saloner et.al あるいは Saloner et al は現実にど
のように浸透させるのか、どのように現実に実行に結び付けるのか、そのためのイネーブラーがいかなるものか
という問いには答えていない。
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表 4-2：戦略の構築と実行 成功と失敗の構図

的確に練られた

的外れな

戦略

戦略

的確に実行に移される

SUCCESS

ROULETTE

的確な実行がなされない

TROUBLE

FAILURE

SUCCESS:

リスクや機会といった外部要因、強みや弱みといった内的要因がすべて精査さ
れている。戦略は個々の実働部隊に振り分けられ、実働部隊のオペレーション
は良好である。

ROULETTE:

Success と Failure の両方が起こりうる。Success：もしもマネジメント・チーム
が 的 外れ な戦 略を 克服し こ れに 的確 な修 正を加 え るこ とが でき るなら ば
Success のチャンスが残る。Failure：忠実に実行してしまうことにより的外れの
戦略の欠陥がそのまま「実行」に移される。

TROUBLE:

もっとも経験豊富なマネージャーもこの罠にはまる。彼らは物事がうまくいか
ない時に戦略が的外れであると考えてしまう。そこで彼等はほとんどの場合戦
略を作り直そうとしてしまう。このことは本当の問題の分析をより困難にする。

FAILURE:

この状況に陥るとマネジメントが本来の軌道に戻るには多大な困難をともなう
事になる。同じ的外れの戦略が維持されこれが違ったやり方で「的確」に実行
されるなら Failure が繰り返される。また、戦略が「的確」なものに作り直され
たとしても忠実な実行がなされないならばこれも Failure の繰り返しとなる。

（出所）Alkhafaji (2003) Strategic Management: p.192

Alkhafaji が Trouble という状況に陥る例でもまた戦略の浸透の重要性が示唆される。本当はその
戦略は的確であるのに、そこに欠陥があると思いこんでしまうというケースである。ここでも、
その戦略に対する理解が充分ではないということ、もしくは、その戦略が上から与えられたもの
にすぎず、信じていない、自分たちは自分たちのやり方がある、といった具合に自分たち自身の
戦略としてオーナーシップを有するものとなっていないことが考えられる。
このように検討してくると、戦略が浸透していることが重要であることは勿論、その浸透の中
身が重大な問題であることが浮き彫りになってくる。戦略はただ単に、ステートメントとして完
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成し、それが配布される、通達されるだけでは浸透したとはいえない。個々のマネジメント・チ
ーム（部門・部署・地域事務所）が、自身のコンテクストに応じて充分に理解し、自分たちの部
門に最適なものとして必要であれば修正を加えつつ、自分たちの戦略としてのオーナーシップを
もって初めて浸透したというとことが出来、的確な実行の基盤となる。
従って、いかに戦略を浸透させるのか、いかに人々の戦略に対するオーナーシップをつくって
いくかということに方法論・技術を投入する必要があるということになる。
戦略が的確につくられ、それが（高い品質で）浸透しているという状況をつくりだすことが、
組織全体のパフォーマンスを高める機会を増大させることを示す一例として、人材マネジメント
の問題に触れておきたい。的確な戦略が組織内に高い品質をもって浸透することで、様々なこと
がうまく機能していく相乗効果を生むことを示唆するものである。
Armstrong (2000, p.43) によると、
「戦略的人材マネジメント（Strategic Human Resource
Management）の根本にある目標とは、持続性ある競合優位性を保っていくために41、組織がスキ
ルを有し、コミットメントがあり、高いモチベーションを有する従業員を有していることを確実
にすることによって、組織の戦略実行力をたかめていくことにある」
。そして、戦略的人事管理と
は、組織の人材マネジメントを組織の戦略に準じて整合させる、戦略整合性を高めていく働きを
もつのであるとしている。
Walker (1999：Armstrong 2000、p.44 が引用) によると、
「戦略的人材マネジメントとは、ビジネ
スの戦略的方向性に人材マネジメントを適合させていく手段である」
。このことは「戦略整合性
（strategic fit）の概念に基づくものである。人材マネジメントの観点からは、戦略整合性とは人材
マネジメント戦略をビジネス戦略に統合させその達成を支援することを意味する（縦断的整合
vertical fit）
。また、統合的なアプローチを（resourcing、employee development、reward や employee
relations などの）一連の人材マネジメントの実践に適用して、それぞれが相互補完的に働くよう
にする（横断的整合 horizontal fit）
」(Armstrong 2000、p.44)。
以上のような戦略的人材マネジメントの目標そしてその働きであるが、これが機能していくた
めの前提となる条件がある。それが、戦略が的確につくられ、それが（高い品質で）浸透してい
るという状況が現実のものとなっていることである。人事マネジメントは、通常企業の人事部に
よって実践されるものであるが、人事部が自社の戦略を充分に理解し、自らのものとしてのオー
ナーシップを持っていなくてはならない。さらに、オーナーシップを持っていたとしてもその戦
略自体が的確なものでなくてはならない。この条件が整わなければ、戦略的人材マネジメントは
機能する基盤をもっていないことになる。その状態では、どのようなスキルも持った人材がどの
程度どの部署に必要であるか、足りない人材をどう確保（採用）するか、どのように社内研修な
どを通じて人材の能力を高めていくかという、人材管理上の戦略を立てることが出来ない。
人事以外の機能・部門においても同様の構造が存在する。自社には自社の全体戦略がなくては
ならない。全体戦略に基づいて、財務、マーケティング、営業、投資、研究開発といった機能別
41

ここでも「競合優位性」の概念が置かれているが、筆者であれば「持続性ある競合優位性を保っていくために」
は、
「自社のミッションを果たすパフォーマンスを維持していくために」と置き換える。
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に戦略が立てられる。さらに、地域別の戦略もまた個別に必要となってくる。そのためには自社
の全体戦略が的確なものでなくてはならないし、それが広く各機能・部門に浸透していなければ
個別戦略を立てることが出来なくなるのである。
ところで、人材管理マネジメントにおいて「縦断的整合性」
「横断的整合性」の概念が提示され
ているが、これは人材管理マネジメントの一連の活動を整合させるという視点におけるものであ
る。然しながら、組織にある縦の階層を縦断する整合性と、各部門・各地域を縦断する整合性と
いうものは、人材管理上の問題に限定されるものではない。これは、戦略経営全体の問題である
といえる。的確な戦略を構築し、これを浸透させることで「縦断的戦略整合性 vertical strategic fit」
「横断的戦略整合性 horizontal strategic fit」を形成していくことができる。
1.3 再生始動におけるビジョンと戦略の策定・浸透
前段における議論を手がかりに、再生始動におけるビジョンと戦略の策定・浸透につき、以下
の通りに特殊性と条件となるところを整理しておきたい。
地域には企業にあるような管理の仕組みや支配従属関係が存在しないため再生努力は個人の自
発性に基づくものとなる。
さらに、地域はそれぞれが独立した存在である個人や事業主によって構成されるためそこにあ
る多様性・複雑性はその度合いが大きい。ゆえに、再生に向けては多様性・複雑性を克服するた
めに、地域全体が的確なビジョンと戦略をもち、この枠組みで地域の個人と事業主たち（の意識
や行動）を戦略的に整合させなければならない。
再生始動の段階においては、ビジョンと戦略が不在である。地域は衰退局面にある。積極的な
未来志向のあるビジョンと、未来の収益性を確保するための「前進戦略」が必要である。
戦略はその地域独自のコンテクストに基づいて的確に策定されなければならない。同時に、人々
が自分たち自身のビジョン・戦略であるというオーナーシップとこれらを実現・実行させるとい
うコミットメントをもっている状況を確実にしたかたちで戦略を浸透させなければならない。
そのためには、地域の人々自らの主導でビジョンと戦略の策定を行うことが必要である。そこ
では、戦略実行において協業者となる・相互依存関係を形成する相手となる外部ステークホルダ
ーの参加が求められる。これにより、地域がもつ価値の再発見を促進することができる。
また、地域（共同体）においては、個人（事業主）は独立した存在である。独立した個々の事
業においてもやはりビジョンと戦略の設定ができる。そこで、個々のビジョン・戦略を尊重しつ
つ、これらと地域（共同体）全体のビジョン・戦略とが整合する・両立することが必要である。
地域にとっての未来における到達目標とは、構造的にいえば、【タイプ C】42によって表される
四重の相互依存関係が（再）形成されていることである。これをビジョンとするには、これをそ
の地域独自のコンテクストに基づいて、さらに具体的に設定しなければならない。つまり、四重
の相互依存関係につき、それぞれの相互依存には、具体的に何がやり取りされるのか、どのよう
な産物、物資、情報が行き交っているのかが具体的に示されなければならない。

42

詳細は第３章第４節参照
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地域内部における相互依存関係



地域外の別の地域との相互依存関係



風土との相互依存関係



「全国的またはグローバルなシステム」との相互依存関係

さらには、このやり取りによって、どの程度の富が生まれ地域に蓄積されるのか、蓄積した富
は何にたいして投資されるのか、というものも含まれる。これは具体的な数値目標となる。そし
て、自主財源のあり様を具体的に示すことになる。
そして、未来において相互依存関係を成り立たせるために必要な人材、事業者がどう育成され
配置されているか、その時の地域内の世帯数はどのくらいか、人口構成はどうなっているかとい
う情報もビジョンには盛り込まれるであろう。
徹底的に網羅的、具体的なものであり、これについて、地域が自ら描いたビジョンとして、地
域内の「個」同士で合意され、これを実現するという共通の意識が明確でなければならない。
そして、相互依存関係を喪失した、従って情報とコミュ二ケーションも喪失した【タイプ B】
の状態にある「個」は、地域外の他の地域から自らの地域がどう評価されうるのか、さらには地
域内の別の「個」の状況など、地域資源にかかる自己認識を持っていない状況となっている。
従って、地域と地域外部の人間を集め、地域資源の再評価を客観的に行い、これを基軸にした
地域再生のビジョンと戦略を策定することが必要となる。そこでは、新たに相互依存関係を（再）
形成する相手である他の地域や「全国的またはグローバルなシステム」を構成する「個」の参加
が求められる。
こうして未来像としてのビジョンが構築されたならば、これをいかにして実現していくかが「戦
略」である。現在の地域の姿は、到達目標、ビジョンとは離れた状態にある。そのギャップを如
何にして埋めるのか、その具体的な方法、手順、計画である。
地域固有のコンテクストに応じて、どういった手法（例えばコミュニティ・ビジネス、ソーシ
ャル・ビジネス、地域自給、グリーンツーリズム、農の六次産業化、循環型農業、町並み保存な
ど）をわが町・わが村の活動として取り入れるか、複数ある場合は如何に組み合わせるか、それ
をいつ始め、いつまでに軌道にのせるのか、誰がそれぞれの活動のリーダーシップをとるか、と
いった内容になる。
外部者が指導して作成した、あるいは書き上げたものではなく、地域の「個」の総意として、
地域自らの未来の到達点を設定し、そこにいたる戦略をもつことができれば、人々が自分たち自
身のビジョン・戦略であるというオーナーシップとこれらを実現・実行させるというコミットメ
ントをもっている状況に近づく。
これにより、地域内の「個」同士の結びつきを強める効果が期待できる。オーナーシップとコ
ミットメントが、共有されたビジョンと戦略のもとに「統合」される、地域が総体としてもつ目
標が個人の目標と一致する、統合される状況の創出43を促進することができる。

43

第３章第４節第 4 項参照
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表 4-3：再生始動におけるビジョンと戦略の策定・浸透


地域が自身の独自のコンテクストに基づいて的確なビジョンと戦略をもつ。


地域の個人と事業主たち（の意識や行動）を戦略的に整合。



ビジョン・戦略ともに網羅的かつ具体的である（相互依存関係の具体的な記述とそれ
を構築するための戦略）
。



積極的な未来志向のあるビジョンと、未来の収益性を確保するための「前進戦略」。



地域の人々が自分たち自身のビジョン・戦略であるというオーナーシップ（自覚）と、こ
れらを実現・実行させるというコミットメントをもっている状況を確実にする。





地域の人々自らの主導でビジョンと戦略の策定を行う。



外部ステークホルダーが参加する。


協業関係・相互依存関係の形成を促す。



地域が持つ独自の価値の再発見を促す。

個人（事業主）が個々にもつビジョン・戦略を尊重しつつ、これらと地域（共同体）全体
のビジョン・戦略とを整合・両立。

（出所）筆者作成

2. 自主財源
第３章（第４節第５項第２段）において、事例として 2001 年～2002 年のカンボジア赤十字社
プノンペン支部強化のプロジェクトを検討し、同支部が持続的成長の軌道に乗らず活動が停滞し
たことの要因として財源の枯渇＝自主財源の準備不足があることを議論した。そして、財源を他
に依存している限りにおいては、リーダーシップにおける依存さらに支配従属関係が生まれるこ
とを確認した。
本項では、再生に向かう地域における自主財源の確立のありかたについて検討する。
2.1 地域における財源
ビジョンが設定され戦略が策定されることで、地域が達成すべき目的・目標とそこに至る方法・
手順が具体的に明示されたとき、これを実行していくために「お金」
（資金）が不可欠である。
表 4-4 は、一般的に入手可能な「コミュ二ティが利用できる財源」の例である。山田がここで
規定する「コミュニティ」の概念は地域再生に取り組むあらゆる組織体を包含するものになって
いる。そこには「地域」も含まれている。
ここに挙げられた「財源」は、「自治会費」と「事業収入」以外はいずれも地域に融資や助成、
ときに寄付を行うために、地域以外の主体が保有する資金であり、資金のオーナーシップは、地
域に属していない。
自治会費、あるいは町内会費の制度及びそこで確保される資金は、地域の安全や衛生の保全、
交流促進等の用途に限られていると考えて良い。資金のオーナーシップは地域に属しているが、
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再生のために戦略的にマネジメントされる財源ではない。
行政・民間からの補助金は、地域における個別の再生プロジェクトに対して資金を提供するも
のであるが、補助を行うかどうかの決定権は行政・民間側に属している。そして、プロジェクト
が終了するとともに資金を使い切るのが通例である。
寄付・募金を地域に持ち込むことは、地域内部の人道的な課題に対する解決であったり、自然
災害に被災した時などには有効であるが、日常的な地域の活動のための資金を寄付・募金から得
ることは現実的ではない。
コミュニティ・ファンド44の仕組みは新たな助成・融資の制度として国内でも広がりを見せてい
るが、助成を行う機関は行政や NPO 法人であり、助成の対象は人道的な課題、福祉、災害救援な
どが主たる分野となっている。
これに加え、地域の人々あるいは事業主たちはそれぞれ独自に既存の金融機関：銀行、信用金
庫、信用組合などからの融資を受けて、自身の事業に対する投資、運転資金の確保をしている。
この場合においても、当然のことであるが融資の意思決定を行うのは金融機関側であり、資金の
オーナーシップもやはり金融機関に属している。
表 4-4：地域が利用できる財源例

（出所）山田晴義（2006）
『コミュニティの自立と経営』p.77

44

コミュニティ・ファンド：特定非営利法人「しみん基金・KOBE」は次のように説明している。
「私たちの生活する地域の中には、行政だけでは対応できないような社会的弱者救済やコミュニティ再生、環
境保全などの社会的な課題の解決に取り組まれている市民社会組織（NPO・NGO、ボランティア団体等）があ
ります。その地域を愛する多くの市民・団体・企業等が自発的に寄付という形で資金を提供しあうことで基金
を形成し、それら市民社会組織に対して開かれた自律的なルールによって助成金を拠出することで地域を良く
していこうとすることが、「コミュニティ・ファンド」の役割です。」
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以上の通りに、現状地域における財源確保のメカニズムは他律的な状況にとどまっている。
地域（共同体）自身がもつ財源は、再生にむけて投資をする、再生にむけての活動に活用する
という枠組みには至っていない。一方、各個人、各事業主は各々の事業を経営するための財源を
それぞれ独自に確保している。
つまり、経営活動における資金調達、財源確保は、地域の単位ではなく、個々人が別個に行っ
ているのが現状である。地域がなんらかの再生に向けての活動を展開するときには、必要な資金
は外部から調達するのが一般的である。
しかしながら、ここまで議論してきた通り財源を他に依存することは、そこに程度の差こそあ
れリーダーシップを他（資金提供者）に依存し、支配従属関係を形成するリスクを内包すること
になる。資金提供者が支配し、地域が従属する構図である。これでは、内発的な再生に結びつく
ことは困難である。
一方、最近注目を集めている融資の新しい仕組みとしてマイクロファイナンスがある。マイク
ロファイナンスの仕組みは、
「自主財源」の概念をより明確にするための示唆を含んでいる。
マイクロファイナンスは、地球規模の貧困問題に対する革新的45な融資の仕組みとして評価され
ており、貧困に苦しむ人々のための少額・無担保の融資のことであるとされる。
以下、海外の事例として先駆者である「グラミン銀行」の実践を、国内における事例として「岩
手県消費者信用生活協同組合」46における仕組みを参照しながら検討する。「グラミン銀行」そし
て「岩手県消費者信用生活協同組合」は、いずれも「マイクロファイナンス機関」
（Micro Finance
Institute: MFI）
（以下「MFI」
）である。
バングラデシュのグラミン銀行の運営システムは図 4-2 に示す通りである。このシステム全体
の運営そのものが「ソーシャル・ビジネス」の典型であると理解されている。
グラミン銀行は、地域のコミュニティとの距離が近いところで融資活動を展開しているといえ
る。グラミン銀行は地域支部を設立する。これは「地域のことをよく知っている地域住民によっ
て構成されることが多く、彼らは借りての生活や人柄などをよく知っているため、銀行と借り手
との間の「情報の非対称性」が埋められ地域密着型金融モデルとなっている」
（菅（2008）
、p.21）
。
また、融資は 5 人一組の互助グループ内の個人が対象である。互助グループには連帯保証や連
帯責任という形式を取らないまでも、債務者が必ず返済できるように助け合う仕組みとなってい
る。
そして「地域のことをよく知っている地域住民」でもあるグラミン銀行支部の職員が、融資を
決める、技術支援・指導を行う、生活指導・返済指導を行う、生活相談支援を行う、融資に必要
な資金を調達する・出資をうける、こうした一連の活動を実践するのである。
そして、融資を受けた個人は何らかの小規模ビジネスを立ち上げるか、既存のビジネスの改善
や強化に当て、収入向上につなげることになる。
45

46

筆者が特に革新的であると考えるのは、融資を受けていた「貧困に苦しむ人々」であった人々が、貧困を抜
け出した後は、銀行の株主（出資者）になることで資金を循環させていることである。
この他に、「ふるさと金融」「インターネット融資」「NPO バンク」「市民投資信託」「公益信託方式」などの
事例がある。これらは融資のための資金調達の仕組みにそれぞれの独自性を有しているものの、融資を決定
し実行するのはいずれも MFI であり、また借入者は個人である。
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図 4-2：グラミン銀行

融資活動の仕組み

（出所）菅正広（2009）
「マイクロファイナンス」p.39

マイクロファイナンスの仕組みを日本に持ち込む議論あるいは実践もすでに始まっている。そ
の一例として、
「岩手県消費者信用生活協同組合」の取り組みがある。菅（2009、p.75）によれば
「
『共同互助の精神』に基づいて組合員の出資金と金融機関からの借入金を原資に共済事業として
組合員への貸付けや生活相談支援を行う仕組みである」
（図 4-3 参照）。
自明のことながら、
「貧困に苦しむ人々」である個人に対して融資をする、その資金のオーナー
シップは MFI に属する。ここはグラミン銀行とも共通している。
図 4-3：岩手県消費者信用生活共同組合方式の仕組み

（出所）菅正広（2009）
「マイクロファイナンス」p.77

「岩手県消費者信用生活協同組合」など日本の事例においては MFI と融資を受ける個人との関
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係は通常の金融機関と個人とのものと基本的に変わるところはない。ここがグラミン銀行の「地
域密着型」のあり方と異なるところである。
では、マイクロファイナンスは地域再生の「財源」としての要件を満たしているであろうか。
まず、日本に導入されている方式はこの要件を満たしてはいない。融資先は個人であり、個人
の貧困問題解決という目的のもとで実践されるもので、地域再生という目的とは性格を異にする。
一方のグラミン銀行方式においては、
「財源」としての要件は満たしていると言える。
「地域密着型」であることはすでに見た通りである。融資を受けた個人が収入向上の実績をあ
げ、これが積み重なっていくことで地域全体の発展につながる。資金の流れは地域住民から見え
ることになり、融資を受けた個人がどのようにこれを運用して自らの収入向上に役立てたのかが
わかる。お互いに地域内で学習し合う機会が生まれる。
しかしながら、地域の「自主財源」とはなっていない。たとえグラミン銀行地域支部において
地域住民が融資活動を展開していても、そこには MFI と個人との支配従属関係が存在している。
また、融資を決める、技術支援・指導を行う、生活指導・返済指導を行う、生活相談支援を行う
「地域住民」は、一定のリーダーシップを発揮することになると思われるが、そのリーダーシッ
プもグラミン銀行側に属していることになる。もちろん、資金はグラミン銀行側がそのオーナー
シップをもったままである。
2.2 再生始動における自主財源の設立
前段では、グラミン銀行方式のマイクロファイナンスのやり方が、地域の財源としての要件は
備えつつも地域にとっての自主財源とはなっていないことを確認した。
ただし、自主財源のあり方を検討する際には示唆を含む原型となるものを提示している。グラ
ミン銀行の展開する「地域密着型」の地域密着の度合いを突き詰めて、オーナーシップを地域に
移譲するのである。つまり、グラミン銀行の「地域支部」の役割をそのまま地域に移譲する、地
域の住民組織に移譲してしまうやり方である。
同時に、既存の金融の常識を破り無担保で融資を行い、融資を得ることが困難である人々に融
資のチャンスを身近なものとする仕組みであることがマイクロファイナンスに示唆を得ようとす
ることの理由である。地域内の個人に対しても同様に融資にアクセスのしやすい仕組みが存在す
ることが望まれるのである。
「地域支部」が担っている一連の活動である「融資を決める」、「技術支援・指導を行う」、「生
活指導・返済指導を行う」
、
「生活相談支援を行う」などは住民組織自らが実践するのである。
ただし、自主財源の活用は個人に対する融資というものに限定されるものではない。
マイクロファイナンスとは、実践者が自覚しかつ一般的にも理解されていることは「貧困に苦
しむ人々」を対象にした融資の仕組みであり、貧困削減がミッションであるとされている47。
47

貧困削減：現在の日本においても、貧困は大きな問題として自覚されるようになっている。ただ、過去の日本
にも貧困は存在していたが、時に孤独な死に至る「苦しみ」につながるような貧困は最近の現象である。過去
においては、地域内の「個」同士の相互扶助をもって貨幣にたよらずとも日々の衣食住をなんとか成り立たる
ことができていたと考えられる。
筆者は、貧困の削減という方向性よりも貧困であっても苦しむことのない状況を作っていく方向の妥当性を感
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しかし、本研究は貧困の削減というものをテーマに設定しているものではなく、自主財源によ
り行われる融資の対象である「個」を「貧困に苦しむ人々」と特定していない。
自主財源は地域再生のための財源であり、前項にて議論したとおりの地域におけるビジョンを
実現し、戦略を実行するために必要な資金と、そのマネジメントの仕組みである。
お金を確保することとともに、お金をマネジメントすることに重点を置く。地域再生のための
自主財源をもつとは、資金を得ることともに、資金を地域自らがマネジメントするということで
ある。
これは、地域が自らの資金を活用して地域のなかでの投資そして融資を地域自らが（まずどの
プロジェクトに投資するか、まず誰に融資するかといった）優先順位を確定し、投資または融資
を意思決定し実行する、ということを意味する。
そこでは、地域が自らを再生する、つまり【タイプ B】から【タイプ C】へと至るために戦略
的に資金をマネジメントする。
【タイプ C】に至った後も、そこにある相互依存関係の様相は固定
されることなく変容を続けるため、資金と資金のマネジメントにも終わりはなく、持続性をもつ
ことになる。
内発的な地域再生において地域に設立される自主財源においては、こうした一連の活動とマネ
ジメントを地域自らが行うのである。
以上を整理したものとして、自主財源を図 4-4、表 4-5 に示す。
図 4-4：自主財源

地 域
「個」への融資と
「個」から返済

個

個

個

自主財源
------------------------------------------------------------------------------------------「プロジェクト」
への投資と
「プロジェクト」

P

P
P

からのリターン
（出所）筆者作成

じるものである。地域内の「個」同士の、そして風土との相互依存関係を回復することによって、人々が貧困
にも苦しまない状況を現実にする可能性があると考える。
ただしこの問題は本研究のテーマとしておらず、ここでは以上の通りに言及するに止める。
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「P」はプロジェクトのことで、プロジェクトとは、地域が独自に展開する収益性のあるビジネ
ス、事業のことを指す。農村集落でいえば、例えば古民家民宿の開業、特産品の製造と流通、飲
食店件直売所の開業といった事業を開始するときの投資と、ここから得られた営業利益を留保分
として「自主財源」に戻す（
「リターン」
）という循環となる。
地域が興す事業やビジネスの収益性が高ければ自主財源への留保分が増大していき、資金は成
長していくことになる。自主財源の成長のためには、地域独自の収益性ある事業やビジネスの存
在が必要である。
一方で、「個」（個人、世帯、そして個人事業主など）とは融資と返済という関係で資金が循環
する。
こうした資金のマネジメントを地域自らが行う、これが自主財源のあり方である。
第３章で、再生始動段階において再構築するものは地域内の「個」同士の相互依存関係と風土
との相互依存関係であることを確認した。
自主財源の仕組みが動くことにより、地域内にお金にかかる共通の利害が共有される。もはや
自主財源の行方は、地域内のすべての「個」にとって他人事ではなくなり、それぞれがそれぞれ
のもつ特性や能力に応じたやり方で自主財源の成長に貢献しつつ、そこから得られる利益にも預
かることになる。自主財源のあり方によって「個」と地域の未来が規定されていくことになるの
である。
このことから、再生始動段階において自主財源を確保することは妥当であると考えられる。
妥当であるが、二つの点に留意しなければならない。
表 4-5：再生始動における自主財源の設立


自主財源とは地域におけるビジョンを実現し、戦略を実行するために必要な資金と、その
マネジメントの仕組み。


事業への投資・融資を個人（個人事業主）レベルと地域（共同体）レベルのいずれに
おいても行う。



投資および融資を地域自らが優先順位を確定し、意思決定し、実行する。



事業を開始するときの投資と、事業から得られた営業利益を留保分として「自主財源」
に戻す（
「リターン」
）循環を創出する。



運営管理する実行体制が必要。


事業への投資・融資、資金管理にかかる知識・技術にかかる教育訓練が不可欠。専門
技術をもった外部人材による支援を得る必要がある。



自主財源を初めて設立する際の初期の資金をどう調達するかという問題がある。

（出所）筆者作成

ひとつはこれを運営管理する実行体制が整っていなければならず、個人の事業への投資・融資、
地域（共同体）が全体で取り組む事業への投資・融資をどう行うかの知識・技術についての教育
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訓練が欠かせないということである。これについては専門技術をもった外部人材による支援を得
る必要があるだろう。
もう一点は、自主財源を初めて設立する際の資金をどう調達するかという問題がある。これは
様々な方法が考えられるが、ここではこの問題の存在のみ指摘しておくこととする。
3. 実行体制
ここまで、
「ビジョンと戦略の策定・浸透」と「自主財源」につき、その中身を概説した。
第１項では、
「ビジョンと戦略の策定・浸透」においては極めて網羅的に、具体的な数値目標ま
で盛り込んだものとして策定されるものであることを確認した。
第 2 項では、
「自主財源」とはプロジェクトへの投資とそこからのリターン、そして「個」に対
する融資と「個」からの返済の活動一切をマネジメントすることであり、成長させていくもので
あることを確認した。
ここで、これら「ビジョンと戦略の策定・浸透」を進め、
「自主財源」を確立し運営していく体
制をどう構築するかが問題となる。
実はここには二つのフェーズが存在する。「再生始動段階」と「持続成長段階」である48。
始動段階においてはビジョン・戦略ともに策定されておらず、自主財源は設立されていない。
ここでは、初めてビジョンと戦略を策定し浸透させることと、初めて自主財源を設立し運営を開
始するための実行体制が必要である。
次の持続成長段階においては、ビジョンと戦略を実行し、一定期間後にこれを振り返り、新た
にビジョンと戦略をその時点の状況に応じて更新していくこと、自主財源を継続運営していくた
めの実行体制である。
その際、チーム編成をどうするか、地域内の「個」がすべて参画する形をとるのか、自主財源
は誰がどのように管理するのか、リーダーシップの置き方はどうするのか、外部者の支援をどう
取り込むかなどといった要素を考慮に入れなくてはならない。
また、そこに何らかのツールが準備されなければならないならば、これも実行体制を構成する
要素として組み込まれる。
稀な例外を除けば、地域が（地域の人々が）外部からの支援を得ることなく独力で実行体制を
構築することは困難であると考えられる。
ビジョンと戦略の策定においては、ワークショップの進行における技術を有するファシリテー
ターの助力を得なければならないであろう。また、
「自主財源」においては、財務管理の専門家に
よる技術的支援が不可欠になってくる。
こうした外部人材を活用しつつ、プロセス全体を総合指揮するリーダーシップ機能、調整機能
を誰かが発揮しなければならない。
これは地域によって様々な形態が発現してくると考えられる。
本項においては、前章に引き続いて国際協力事業において開発され実践されている手法を検討
しつつ、実行体制設計のありかたを考察する。

48

本章第 1 節参照
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国際協力事業においては、外部者である援助機関側の財政支援と、現地に駐在する援助機関側
の人材によるマネジメントにおける支援が展開される。
援助機関は一定期間後に撤退する、つまり財政支援および人材によるマネジメント上の支援の
いずれもが終了する。国際協力の事業は、支援終了後に途上国側が自立してプロジェクト活動を
継続して運営していくことを目標としているのである。
内発的地域再生においては、援助機関における支援が行われている段階は「再生始動段階」に、
支援が終了し途上国側が自立して継続運営する段階が「持続成長段階」にそれぞれ一致している
ものである。
3.1 プロジェクト・サイクル・マネジメント
プロジェクト・サイクル・マネジメント（PCM）手法とは、
「開発援助プロジェクトの計画立案・
実施・評価という一連のサイクルを『プロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）』と呼ばれ
るプロジェクト概要表を用いて運営管理する手法」
（国際開発高等教育機構（以下 FASID）
、2004、
P.4）である。
プロジェクト・サイクルとは、
「計画立案」→「実施」→「評価」の流れが繰り返されることを
いい、評価の結果えられた提言や教訓が次に活かされるというものである。
PDM とは、例えば戦略を浸透し実行するためのツールとして活用されるバランスト・スコアカ
ードと同様の機能を果たすものと考えてよい。これは「上位目標」「プロジェクト目標」「成果」
「活動」の各項目を明記する一覧表になっており、それぞれについての「指標」「入手手段」「外
部要件」を明記するとともに、各種資源の「投入」についても明確化する。これは事実上のプロ
ジェクトの戦略文書であり、プロジェクト活動の実行、プロジェクトの運営管理における羅針盤
として常時参照されるものである。
PCM 手法において特筆すべき点は、その計画立案のステップの置き方にある（図 4-5 参照）
。
ここでは、プロジェクト計画立案の前段階で関係者（ステークホルダー）分析を行い、次に問題
分析、目的分析と進み、そのうえでプロジェクトが「選択」される。つまり、プロジェクトを確
定するまでの段階で、ある特定の地域における特定のセクターという絞り込みのもとで、どのよ
うな行為主体がすでに問題に取り組んでいるのか、そこに欠落しているものが何であるか等の情
報を整理したうえで、わが組織、わが機関がそこにどう貢献するかという見極めを行うという点
である。
ここまで見てきたように、キャパシティ・デベロップメントの概念49のもとで目指すものは特定
のセクターにおいての全体像を見極めて、多層で多様な行為主体や要素を包括することであるが、
その際に不可欠なステップは「関係者分析」であるといえる。
さらに、問題分析をプロジェクトの選択の前に実施することも妥当である。問題分析と関係者
分析によって得られた情報は、当該問題について、わが組織、わが機関が現状でおさえられてい
ない部分がどこにあるのかを特定する上で不可欠な情報であるといえる。

49
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図 4-5：参加型計画手法のステップ

（出所）財団法人国際開発高等教育機構（FASID）、2004、『開発援助のためのプロジェクト・サイクル・マネ
ジメント 参加型計画編』、財団法人国際開発高等教育機構（FASID）p.15

参加型計画手法が、
「参加型」の名称を持っているのは、
「PCM 手法で行われるワークショップ
形式の協議においては、援助側、被援助側、プロジェクトの受益者など様々なグループの意見が
平等に取り上げられ、関係者が計画作成に主体的に参加することが可能になる」（FASID、2006、
p.6）ことからきている。
そして、参加型計画によって出来上がる PDM と活動計画表が、プロジェクトの羅針盤として機
能することになる。
ここで留意しておくべき点は、
「計画立案」→「実施」→「評価」のプロジェクト・サイクルの
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運営と、ツールである PDM と活動計画表のオーナーは誰かということである。上記にあるように、
「援助側、被援助側、プロジェクトの受益者など様々なグループ」の間でオーナーシップを分け
合っているというのが現状であると考えられる。
しかしながら、現実には「援助側」がオーナーシップの大部分を有している。開発援助のプロ
ジェクトにおいて「援助側」は予算を提供する立場であり、プロジェクト運営管理上の権限と技
術を持っているからである。そこには一定の支配従属関係が存在している。
ところが、援助機関による支援は一定期間後に終了することになる。終了するとは本研究で規
定する「再生始動段階」が終了ことを意味するが、そこでは途上国側が「内発的に再生努力を継
続する『持続成長段階』
」に至る準備を整える、舞台設定を行う」50ところまで完了していなけれ
ばならない。
持続成長段階に至るためには途上国（被援助側）組織が関係者との関わりを維持しながら「受
益者など様々なグループ」とともに自立して自身の事業を企画し、実践していかなければならな
くなる。つまり、PCM の運営一切にかかるオーナーシップを途上国側に移譲するということであ
る。
そのためには、
「計画立案」→「実施」→「評価」のサイクルが一巡目を終えたのち、途上国組
織自らが二巡目、三巡目と展開させていくことが必要となる。
なお、幅広くステークホルダーにかかる分析を行いかつ彼らを巻き込んでの計画立案を進行す
るアプローチは妥当であるが、こうした関係者に対する評価結果の「報告・開示」がサイクルに
組み込まれることが求められるであろう。二巡目に入って再びにステークホルダーとの関係性を
より深く構築していく必要性が出てくる際、彼らが事業の進捗や成果、課題などについて承知し
ていることが前提になるからである。
3.2 支援者と実践者の機能・役割
前段では PCM 手法にもとづくプロジェクト運営の方法を考察したが、そこでも途上国側、援助
機関側の位置づけ、役割にかかる問題があった。開発援助プロジェクトの実施期間は「始動段階」
にあたり、
「始動段階」の初期における双方の地位と役割、そこから「持続成長段階」への移行を
進めていく段階で徐々にそれらが変容していくのである。
初期にはプロジェクトのオーナーシップは事実上援助機関側にあるが、持続成長段階では援助
機関が不在であるため、プロジェクト期間中にオーナーシップの移譲を完了させなければならな
い。
これを「援助機関／先進国」と「途上国組織・共同体」の二つに累計して「支援」「実践」「管
理」の役割・機能がプロジェクトの開始時点、中間地点、終了時点でどのように分担され、変容
していくかを図 4-6 に示した。
プロジェクトを計画立案し、予算化し、人材を確保し、実施体制を整備するプロジェクト開始
時点、においては、援助機関側がマネジメント上の推進役を担わなければならない。プロジェク
トの計画内容、どのようなゴールを設定するか、どのような活動計画で編成するかというコンテ

50
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ンツは途上国側がオーナーシップをもつものとして構成されなければならないが、計画立案にお
ける会議やワークショップの設定とその進行は援助側が主体で進行している。従って、プロジェ
クト開始当初の時点では、援助側は「実践者」としての役割を担わざるを得ない。
図 4-6：国際協力プロジェクトにおける機能・役割分担
援助機関

途上国機関

プロジェクト終了時点

撤退

管理実践者

プロジェクト中間地点

支援者

プロジェクト開始時点

実践者

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

共
同
管
理
／

実践者

受益者

（出所）筆者作成

ただし、少なくとも形式上は開始時点からプロジェクトのオーナーシップは途上国側に属して
おり、実施主体は途上国側にある。援助機関は外部者であることに変わりはなく、ステークホル
ダーを巻き込むためのリーダーシップは途上国組織の側からも発揮されなければならない。
このことから、プロジェクト開始時点においては、発揮されるリーダーシップとプロジェクト
の管理機能とは、援助機関と途上国組織が共有している。しかし、途上国側は実態としては「受
益者」の立場にある。
次に中間地点に入ると、管理、リーダーシップについては、その割合が途上国側により重きが
置かれるものの共同で発揮される枠組みに変更はない。しかしながら、援助機関側は実践者の役
割を終えて支援者としての役割を、途上国組織側が実践者としての役割をそれぞれ発揮するよう
になる。
そして終了時点では援助機関側は撤退し、管理責任とリーダーシップが途上国側に移譲される、
つまりプロジェクト（PCM の運営一切）のオーナーシップが途上国側に移譲される。
3.3 再生始動における実行体制の構築
ここで、再生始動における実行体制の構築とは何かを考察する。
始動段階においてはビジョン・戦略ともに策定されておらず、自主財源は設立されていない。
初めてビジョンと戦略を策定し浸透させることと、初めて自主財源を設立し運営を開始するため
の実行体制が必要である。
さらに、後述する通りであるが「計画立案」→「実施」→「評価」→「報告・開示」のサイク
ルの一巡目を運営管理する仕組みが実行体制のなかに組み込まれていなければならない。
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次の持続成長段階においては、ビジョンと戦略を実行し、一定期間後にこれを振り返り、新た
にビジョンと戦略をその時点の状況に応じて更新していくこと、自主財源を継続運営していく、
そして「計画立案」→「実施」→「評価」→「報告・開示」のサイクルの二巡目以降を運営管理
するための実行体制である。
ここまで、PCM 手法によるプロジェクトの運営管理と、当事者である途上国機関と外部者であ
る援助機関との機能・役割分担について考察してきた。
ここから、以下の四つの特徴を確認することができる。これら特徴となる要素一つ一つにつき、
地域再生始動の実行体制をいかに設計するかを考察する。


「計画立案」→「実施」→「評価」のサイクルをもっている。



運営管理上のツールを準備し活用している。



当事者と外部者の共同での取り組みである。



外部者と当事者の機能・役割分担が変容する。

【
「計画立案」→「実施」→「評価」→「報告・開示」のサイクル】
このサイクルが一巡し段階をもって再生始動が終了したとみなすことが可能である。一巡目に
おいて外部者の支援を得ながら最初のサイクルを終え、二巡目からは地域が外部者の支援がゼロ
か極力ゼロに近い状態で同様のサイクルを実施する。
ここには「評価」の次に「報告・開示」を加えている。幅広くステークホルダーにかかる分析
を行いかつ彼らを巻き込んでの計画立案を進行するアプローチは妥当であるが、こうした関係者
に対する評価結果の「報告・開示」がサイクルに組み込まれることが求められるであろう。二巡
目に入って再びにステークホルダーとの関係性をより深く構築していく必要性が出てくる際、彼
らが事業の進捗や成果、課題などについて承知していることが前提になるからである。
この点について、花堂（2012、p.ii）は「戦略をビジネスの時間軸を念頭に入れた価値創造スト
ーリーとして描きだし、個性に基を置く強みを定義するとともに、将来のありようについて内外
に向けて提示し、関係者の関与を獲得しようとする努力が欠かせない」と指摘している。
PCM 手法においては「評価」でサイクルが一巡しているが、
「評価」で得られた情報（進捗、
成果、課題）と、これを踏まえて次の一手としてどのような戦略で将来に向かおうとしているの
かを提示し理解を得ることは、ステークホルダーの「関与を獲得」するために、つまりステーク
ホルダーとの相互依存関係を改善したり、深めたり、あるいは新たに築いたりするための条件と
なる。
再生始動においては、この「計画立案」→「実施」→「評価」→「報告・開示」のサイクルの
一巡目を完了しておかなければならない。
【戦略実行のための羅針版となるツールの準備と活用】
PCM 手法においては、PDM がこれに該当する。PDM は「上位目標」「プロジェクト目標」「成
果」
「活動」の各項目を明記する一覧表となっているが、記載項目の構成などは自在に設計できる。
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再生への取り組みを運営管理し、活動の実行における羅針盤として常時参照され、活用される
ツールをもつということである。
なお、第３章において、内発的地域再生の条件として「地域が総体としてもつ目標が個人の目
標と一致する、統合される状況の創出が必要」であること、そして「個人（事業主）が個々にも
つビジョン・戦略を尊重しつつ、これらと地域（共同体）全体のビジョン・戦略とを整合・両立」
させることが必要であることを議論した。
PCM 手法における PDM は、実のところプロジェクトのためツールとして単一のものである。
しかしながら、地域においても多種多様な個人、個人事業主、さらにはステークホルダーが存
在している。羅針版としてのツールは単一ではなく、必要に応じて個々のコンテクストとビジネ
スに適合した戦略実行の羅針版を複数準備し、これと地域全体の羅針版と照合する手法を用いる
ことで、
「個人（事業主）が個々にもつビジョン・戦略を尊重しつつ、これらと地域（共同体）全
体のビジョン・戦略とを整合・両立」させる手助けとなりうる。
再生始動においては戦略実行のための羅針版としてのツールを導入し、これを地域全体のもの
と関係する複数の事業主・関係者のものの両方を準備することが妥当である。
【当事者と外部者の共同での取り組み】
当事者は地域（共同体）であり、地域（共同体）を構成する人々のことである。
前項までに「ビジョンと戦略の策定・浸透」、「自主財源」の構築につき検討してきたが、これ
を遂行していくうえでは稀な例を除いてはこれらの取り組みを遂行していくうえで、なんらか外
部からの技術的支援、時には財政支援を得なければならない。財政支援は、自主財源設立時の原
資の準備に対して最も優先的に行われるものであろう。
そして、一定期間後、つまり再生始動段階を終了した時点で外部者は原則的に撤退する。
【外部者と当事者の機能・役割分担が変容する】
前段において（表 4-5）
、国際協力事業における外部者（援助機関）と当事者（途上国機関）の
機能・役割分担についての整理を試みた。
これに基づき同じく外部者と当事者との共同での取り組みとなる再生始動における機能・役割
分担を表 4-6 の中に整理した。
国際協力事業においては「外部者」を援助機関と特定している。援助機関側は予算を提供する
立場であり、プロジェクト運営管理上の権限と技術を持っているゆえに、途上国機関との間には
一定の支配従属関係が存在している。
一方で、地域再生における外部者と当事者について、
「外部者」を本研究でも特定できていない。
例えば、まちおこし会社、NPO 法人、行政機関、金融機関などを想定できるのであるが、これら
組織、機関ごとに外部者として地域に支援を行う際、援助機関のように資金と運営管理上の権限・
技術をセットで持ち込んでくるということは想定できない。
このように「外部者」と「当事者」の関係構造を明確に特定できないながらも、ほぼ同じかた
ちで機能・役割分担の変容が起こると仮定しておく。
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以上の議論を踏まえて、
「再生始動における実行体制の構築」を次の通りにまとめる。
表 4-6：再生始動における実行体制の構築


初めてビジョンと戦略を策定し浸透させることと、初めて自主財源を設立し運営を開始す
るための実行体制。



「計画立案」→「実施」→「評価」→「報告・開示」のサイクルの一巡目を運営管理する
実行体制。


「持続成長段階」に入った後、サイクルの二巡目以降の実行体制は新たに外部者の支
援を極小化したかたちで再構築。



戦略実行の羅針盤としてのツールを導入、地域全体のものと関係する複数の事業主・関係
者のものの両方を準備。


個人（事業主）
、関係者が個々にもつビジョン・戦略を尊重しつつ、これらと地域（共
同体）全体のビジョン・戦略とを整合・両立させることを目的に。



外部者との共同での実行体制。


外部からの技術的支援・財政支援を得る。






自主財源発足時の原資への支援

再生始動の進行段階により、外部者と地域（共同体）との機能・役割分担が変容する。


開始時点では共同での管理体制、共同でのリーダーシップを発揮。



終了時点で、管理・リーダーシップは地域（共同体）に帰属する。

再生始動段階を終了した時点で外部者は原則的に撤退する。
外部者

地域（共同体）

再生始動終了時点

撤退

管理実践者

再生始動中間地点

支援者

再生始動開始時点

実践者

（出所）筆者作成
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第３節 まとめ：内発的再生始動モデル
本章において、ここまで「内発的再生始動モデル」の 3 つの構成要素である「ビジョンと戦略
の策定・浸透」
「自主財源の設立」
「実行体制の構築」につき、それぞれ第２節の第 1 項、第 2 項、
第 3 項において検討し、その骨格となる部分を取りまとめる作業を了した。
その結果をもとに、本研究の仮説としての「内発的再生始動モデル」は、図 4-7 に示す通りと
なる。
再生始動段階では、
「ビジョンと戦略」の策定と浸透、
「自主財源」の確立、
「実行体制」の構築
を行い、地域が内発的に再生努力を継続する「持続成長段階」に至る準備を整える、舞台設定が
なされる。
そして、この段階でまず回復しておきたいこと、持続成長段階に至るうえでの最重要の基盤と
形成するものは、地域内の人々の間の相互依存関係である。
「内発的地域再生モデル」を設定する際、
「地域再生サイクル」という概念を導入した。これは
第 3 項で検討した PCM の手法を参考にしたものとしての「実行サイクル」と、自主財源の循環的
成長のサイクルとしての「財務サイクル」の組み合わせである。これら二つのサイクルは連動す
ることになる。
「実行サイクル」においては、前項で検討した通り、PCM の「計画立案」⇒「実施」⇒「評価」
の後に「報告・開示」を加えている。
また、
「財務サイクル」は；
「原資準備」⇒「事業への投資」⇒「事業の実行」⇒「留保（利益）
」⇒「成長」
で展開される。
再生始動段階を終了するとは、これら二つのサイクルを合わせた「地域再生サイクル」の一巡
目を完了した時点であると設定する。そして、このサイクルが二巡目に入るとき、地域再生の取
り組みは持続成長段階に入る。
外部者は一巡目を完了（再生始動段階が完了）するまでの間に、関与の度合いを徐々に軽くし
てゆき、再生始動終了時には撤退し、再生の取り組みにおける管理・実践・リーダーシップは地
域に帰属することになる。
次章以降においては、
 3 要素が組み合わさることでどの程度奏功するといえるのか
 3 要素がそろわなければ持続成長段階に入らないのか
 3 要素がそろっても持続成長段階に入らないことがあるならばその要因はなにか
といった視点を中心にしつつ、このモデルを検証していく。
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実

（出所）筆者作成

持続成長段階
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戦略
ビジョンを実現する方法と活動

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

図 4-7：内発的再生始動モデル
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【実行サイクル】

更新第２版
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------共同管理・共同リーダーシップ
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衰退局面
まちおこし

（再）形成される相互依存関係

まちおこし会社 etc.

地域
管理・実践
リーダーシップ

到達目標
まちおこし

第５章

「内発的再生始動モデル」の検証：先行の実践事例による検証

第３章においては、内発的地域再生に必須の要素として「ビジョンと戦略」「自主財源」「実行
体制」があることを議論した51。次の通りである。
ビジョンと戦略


再生に向けての個人の行動は自発性に基づく。



地域の目標が個人の目標と一致する、両者が統合される状況の創出が必要。



地域において目標（
「ミッション」「ビジョン」
「戦略」）が設定されなければならない。



個人はミッションに共鳴し、ビジョン実現に向けてのコミットメントを持ち、戦略に従っ
ての行動ができる。

自主財源


財源を他に依存することは、リーダーシップの他への依存、支配従属関係を生む。



目標達成、活動展開のための財源を自らがもつ、つまり自主財源をもつことが必須となる。

実行体制


目標達成に向けては、関連する複数の個人、複数の集団が複数の活動分野・領域において
共有する目標に向かって取り組むことが必要。



複数の個人、複数の集団、複数の活動分野・領域を結びつけ相互依存関係を形成し、これ
を運営していく仕組み＝実行体制が必要。



実行体制のオーナーシップが外部者にあるうちは地域が依存している状況。



オーナーシップが地域に移譲されることによって内発性、持続性を備えることができる。

そして、第４章においてはこれらの条件を満たしつつ、「ビジョンと戦略」の策定と浸透、「自
主財源」の確立、
「実行体制」の構築を行い、地域が内発的に再生努力を継続する「持続成長段階」
に至る準備を整える、舞台設定がなされることを「内発的再生始動」と位置づけ、これの設計図
といえるものを「内発的再生始動モデル」として設定した。
同モデルにおいては、
「内発的再生始動」においては「ビジョンと戦略」
「自主財源」
「実行体制」
それぞれにおけるサイクルの「一巡目」を終了し、
「二巡目」以降に備える段階であると設定した。
サイクルはそれぞれ次のとおりである。
ビジョンと戦略：

【ビジョンと戦略の策定】⇒【戦略の実行】

自主財源：

【原資準備】⇒【事業への投資】⇒【事業の実行】⇒【留保（利益）】
⇒【成長】

実行体制：

【計画立案】⇒【実施】⇒【評価】⇒【報告・開示】
【外部者の支援取り込み】⇒【共同管理・リーダーシップ】⇒
【外部者の撤退】

51

第３章第５節参照
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本章では、これら三つの要素のうち「ビジョンと戦略」
「実行体制」の二つの要素につき、外部
者（支援者）による二つの取り組み事例を検証する52。取り上げるのは、Organization Development
（組織開発、OD）の取り組みとバランスト・スコアカード（BSC）構築支援の取り組みである。
いずれも企業、組織をより高いパフォーマンスを発揮する主体へと変革させることを目標とした
ものである。
OD のモデルや手法、BSC のモデルや手法については、これを「地域」
「共同体」に適用させて
いるケースは稀である。その適用対象のほとんどは企業または公的機関であり、それらは一定の
支配従属関係が存在している組織である。一方の「地域」あるいは「共同体」には企業や公的機
関にある組織構造、指揮命令系統が存在しておらず、個人同士のつながりは（特に「衰退局面」
にある場合には）希薄である。
しかしながら、本章で取り上げる OD の取り組み・手法、また BSC 構築支援の取り組み・手法
は、組織内の個人、組織内の異なる機能・部門・部署を戦略的に一定の方向に導き、整合をもた
らすことに力点を置いている。
また、個人の自発性を尊重する価値観が共通しており、個人の自発的な目標と組織全体の目標
とを統合させようとする取り組みでもある。
こうしたところが「内発的地域再生」の条件と共通するものとなっていることから、これら OD
のモデルや手法、BSC のモデルや手法から示唆を得ようとするものである。
なお、本章でビジョンと戦略の策定の問題を考察する際に、戦略を策定することによって発生
しうる負の影響をいかにして克服するかを視野に入れておきたい。
鈴木、三品、黒須（2004、p.48）は、戦略の長所と短所を次の通り整理している。
戦略が方向を定める
長所：組織が一致団結する

短所：思考の柔軟性を削ぐ

戦略は力を集結させる
長所：活動の足並みを揃える

短所：集団思考にとらわれる

戦略が組織を定義付ける
長所：組織の存在意義を与える

短所：ステレオタイプに陥る危険性がある

戦略は一貫性をもたらす
長所：活動しやすくなる

短所：創造性を削ぐ

戦略を策定することのいわば副作用ともいえる戦略が組織を縛るといった短所を、策定するあ
るいは浸透する段階で克服する方法論があるのであれば、これを内発的再生始動の枠組みにも取
り込んでいきたいと考える。

52

本章で取り上げる OD および BSC に関連する取り組みにおいては、
財務や資金調達はスコープに入っていない。
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第１節 組織開発

Organization Development

1. 組織開発 Organization Development とは
組織開発 Organization Development（以下「OD」
）は、1960 年代に始まった米国を発祥とする組
織のパフォーマンスを向上させる取り組みのこと、そしてその運動を指している。OD 実践者の
多くは単独のコンサルタントとして活動しているか組織の内部に配属されており、クライアント
となる組織（または自社）に対してその変革のプロセスを（後方）支援する立場となっている。
OD の運動は、1960 年代以降、主に組織行動学や心理学の領域の研究成果を経営と組織の変革プ
ロセスに適用させる努力を続けており、現在では多様な手法を駆使してクライアント組織に対し
てサービスを提供するに至っている。運動は日本にも広がっており、平成 22 年には OD Network
Japan が設立された。
ここで、OD とは何か、代表的な定義を整理しておく（表 5-1）
。
表 5-1：組織開発（Organization Development: OD）の定義


OD とは、行動科学の技術、研究、理論を駆使することで組織文化の変革のための計画され
たプロセスである（Warner Burke, 1982）
。



OD とは、外部もしくは組織内部の行動科学者であるコンサルタント（もしくは change agent）
の力を借りつつ、組織の問題解決能力・外部環境の変化に対応する能力を向上させるための
幅広い努力のことである（Wendell French, 1969）



OD は、行動科学の知識を駆使した組織の変革プロセスに対する計画された参画介入53を通し
て組織の働きと健康を向上させることを目的とする、計画された、組織全体の、トップがマ
ネージする努力のことである（Richard Beckhard, 1969）



OD は、組織全体に及ぶ「データ収集－診断分析－アクション・プラニング－参画介入－評
価」のプロセスである。次の 3 つを達成すること目指す。


組織構造、
（業務）プロセス、戦略、人々（従業員）
、文化の間の全体適合性の向上



新しく創造的な組織的対処方法54の開発



組織が自らをリニューアルしていく能力の開発

これは、行動科学の理論、研究そして技術を活用しつつ組織の従業員と change agent とのコ
ラボレーションを通して起こる（Michael Beer, 1980）
。
（出所）Cummings G. Thomas, Worley G. Christopher (2001): Organization Development and Change seventh edition,
South-Western College Publishing, p.2

53

「参画介入」
：intervention の訳。intervention は通常単に「介入」
、また「仲裁」
、
「関与」などという意味で捉え
られるが、OD において intervention は、典型的には外部の OD コンサルタントが組織変革の取り組みに「参画」
する意味合いで使用されている。OD コンサルタントは、クライアント組織のパートナーとして変革プロセス全
体のプロデュースを指導し支援するもので、
「参画」する立場である。しかし、あくまで外部者である以上、外
から入りこむという意味合いを持たせなければならないため「参画介入」とした。
54 「対処方法」
：solution の訳。solution は通常「解決」
「解決策」などと訳されるが、OD または経営においてはす
でに存在する問題を克服する方法・手法や、これからの自社のパフォーマンスをより向上させるために積極的に
取り入れる方法・手法を指している。ここでは「対処方法」の訳をあてた。
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本章第 1 節でとりあげた「戦略」の多種多様な定義付けと比べた場合、この OD の定義はその
時代や定義付けする人間が異なっていても、相互に親和性があり、相互補完的であるとも考えら
れる。これは、本項でこの後すぐに議論することとするが、OD の運動そのものにおいて一定の
価値観が共有されていることが背景にあると思われる。
これらの定義付けのなかで、網羅的でありながら簡潔に OD の全体像を描写してみせた優れた
定義付けは、最後の Beer（1980）のものと考えられる。Beer のいう「データ収集－診断分析－ア
クション・プラニング－参画介入－評価」のプロセスは、事項で扱う「アクション・リサーチ・
モデル」と称される OD の参画介入プロセスにおいて最も基本とされるものである。そして、組
織変革の具体的な中身についての整理を持ち込んでいることによって、OD の働きがどの部分に
効くことになるのかを明確にすることが出来ている。これら 3 つに分類された組織変革の道筋の
それぞれについて、異なる手法を組み合わせての参画介入がなされることになるが、いずれの場
合においても、
「データ収集－診断分析－アクション・プラニング－参画介入－評価」のプロセス
を踏むことになる。
本項以降、OD とは何か、その根底にある価値観が何か、その参画介入プロセスがいかなるも
のか、さらに、戦略構築にあたってどのような手法をとるのかという問題について、筆者が 2003
年に行った米国 OD 実践者へのインタビュー調査の結果をふまえて検討していきたい。2003 年の
インタビューは Robert J. Marshak (Phd., Mr.)氏55と Chrissa Merron (Ms.) 56氏 2 名に対して行われた。
Marshak 氏、Merron 氏ともに OD コンサルタントである。
米国の OD においては、根本的に人々は能力を有しているという考えをある主の信念に据えて
いる。French et al. (1999, p.62, 70) によると、
「OD の活動は人間や組織についての価値観や前提が
つくる基盤に拠っている。OD の価値観はヒューマニズム的であり、肯定的であり、民主的であ
る。ヒューマニズム的な価値観によって、一人ひとりが重要な存在であり、その存在をリスペク
トし、個々人の尊厳を自覚する。そして、誰もが生来的に価値ある存在であり、すべての人には
成長と発展のためのポテンシャルがあるという前提に立っている」とのことである。
この点について、Marshak（2003、筆者によるインタビュー）による説明は次の通りである。
OD においては、人々というものは、生得的に「できる」
「良い」存在であって、シス
テムとか組織をつくっていく時には人々がもっているポテンシャルをすべて出し切るよ
うに心掛ける。
OD が自らの基礎を置いているカギとなる前提条件というものがある。その一つは、
55

Robert J. Marshak, PhD 2012 年時点のプロフィール：OD サービスを提供する Marshak & Associates の代表。組織
変革、組織デザイン、戦略プラニングの領域で、コンサルティングとトレーニングを企業、公共機関に提供して
いる。雑誌「The Journal of Applied Behavioral Science」編集委員。米国 OD Network (http://www.odnetwork.org/) 元
理事。OD network からは「Lifetime Achievement Award」を受賞、著作は 60 以上。American University(Department
of Public Administration and Policy)の Senior Scholar in Residence
56 Chrissa Merron 2003 年時点のプロフィール：Children’s Hospital of Philadelphia に専属の OD コンサルタント。組
織開発／人材マネジメントに領域で 20 年以上の経験、マネージャー、コンサルタント、トレーナーのポジショ
ンを務めた。米国 OD Network (http://www.odnetwork.org/) 理事。
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組織のパフォーマンスの善し悪しは、そこにいる人々の資質によって決定づけられると
いうことである。人々がいかに的確に貢献するか、いかに的確に相互作用を働かせるか、
いかに的確に争い衝突・矛盾を克服するか、いかに的確に未来への計画づくりを行うか。
もし人々がこういったことをすべて為すことができ、人のもっている可能性を存分に引
き出せるのならば、成功した組織となる。これが OD における価値観・前提・哲学的な
ルーツを代表するものの一つである。
もう一つの人々に関する前提とは、Douglas McGregor によって提起された X 理論と Y
理論によって説明できるものである。McGregor がこれについて「Human Side of Enterprise」
において書いたのは 1950 年代のことだった。彼は人間の本質について二つの仮定が可能
であるとした。一つは X 理論であり、X 理論においては人というのは言われたことしか
やらない、働きたくない、モチベーションはお金ということであり、能力には限界があ
る、そのようにみる。このような人間観に基づくのであれば、日々の仕事もこれに倣う
ことになる。人にはやるべきこと教え、個別に任務をあてがい、自社の人間に知識や技
術が不足していれば外から「出来る」マネージャーを呼ぶ、より多くの仕事をさせるた
めにはより多くのお金を払う、個々人の業務進捗をノルマとの関連で管理する、そうい
う具合に会社を運営していくことになる。
一方の Y 理論とよぶ仮定の場合である。Y 理論に従えば、人々は「良い」
、つまり、
自分のベストを尽くしたいと欲しており、お金ではないところからモチベーションを得
ており、革新をうむ能力を備えており、困難な問題に進んで立ち向かっていこうとする。
もし、こうしたものが人間の本質であるという人間観に立つならば、人々と仕事をして
いくやり方が異なるものになる。McGregor が言ったこととは、たとえ X 理論による前提
に立つ人が多くいようとも、Y 理論の方が人間や組織の真実に近いということだった。
OD は 1950 年代末から 1960 年代初めに形成されたのであるが、OD を始めたのは Y 理
論のほうが真実であるという信念をもった人々であった。今日でも OD は Y 理論を根底
に置いており、これは OD の実践者の間で広く共有されているものである。
もはや自分たち自身のもっている資源、自分たち自身の可能性に頼るほかにはない現実にある
地域においては、これら X 理論と Y 理論のうち Y 理論を正しいものとする前提に立ち、現在はた
とえ人々が X 理論しか通用しないような様相を呈していても、Y 理論通りの存在に変わるための
舞台設定や、変えるという強い意志をもったリーダーの存在が不可欠になるであろう。
では、Marshak が言う Y 理論を根底にする OD が、どのように組織変革のプロセスに「参画介
入」しているだろうか。事項以降で検討していく。
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2. 工程：Action Research モデル
Action Research モデル57は、OD においてその実践者たちの多くが拠り所とするもので、組織変
革プロジェクトのプロセスを明らかにしたものである。OD 実践者にとってのロードマップとし
ての役割を果たしている（参照）
。
Action Research モデルの各ステップにつき、その概要を図 5-1 にまとめた（Rothwell et.al、1995、
p.53）
。また、図 5-1 にまとめた各ステップにおける change agent / OD コンサルタントの行動原則
は「クライアント第一主義のコンサルティング（Client Centered Consultation）
」の概念を提起する
Cockman et al（1992、p.5）の議論に基づくものである。
以上の通り OD の概要を整理していくと、次のような際立った特色がみられる。
まず、それが組織外であっても組織内部であっても、change agent もしくは OD コンサルタント
という立場の人間もしくはチームが、OD の活動を推進していくうえで不可欠の存在になってい
るということである。この change agent の立場とは、変革プロセス全体を総合指揮するような位
置づけにあると考えられるが、しかしながら Cockman et al が「行動原則」において示唆している
ように、クライアント側が変革プロセスのオーナーシップを保つように心掛けなければならない、
つまり、change agent は自分が実践するのではなく、クライアントが実践することを助ける立場に
あるということである。
また、同モデルは change agent / OD コンサルタントとともに変革に取り組むことを通して、ク
ライアント組織が同じような変革プロセスを次には change agent / OD コンサルタントの助けを借
りなくても自力でできるようになることを視野に入れているということである。この目標設定は
極めて妥当、重要であると同時に、困難なものでもある。経営環境の変化はますます速く大きく
なる傾向にあり、Michael Beer（1980）が OD を定義づける際、変革において向上させるべき対象
として、組織構造、
（業務）プロセス、戦略といった経営の核をなすものを挙げているが、これら
が時流に適合し、いわば生命力を保っている期間は短くなる一方である。
従って、一回の変革プロセスを経たのちも、一定期間ごとにリニューアルを施すことが必要で
あり、それを change agent や OD コンサルタントの助けがなくてもできるようにする。この到達
点を変革プロセスが始まる段階から視野に入れたうえでの参画介入が求められるであろう。
では、OD コンサルタントは、変革プロセスの一切をクライアント組織に「教える」のかとい
えば、確かに教えること、またはトレーニングを実施するということは必要に応じて実行するで
あろうが、それよりも範を示す：ロール・モデリング（Role Modeling）を行っていることの意義
が大きいと考えられる。つまり、クライアント組織は、OD コンサルタントの実践から学んでい
くのである。
事項では、ここまでの議論に引き続き OD コンサルタントの果たす役割について、Marshak の
見解（2003 年、筆者のインタビューによる）などを手掛かりに検討する。
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本論文では、カタカナ表記をせず、Action Research モデルと表記する。
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図 5-1: Action Research モデル

Entry

Start-Up

Adoption

Assessment and Feedback

Separation

Action Planning

Evaluation

Intervention
Change agent / OD コンサルタントの行動原則
[Entry, Start-Up]


クライアントが今いる場所から始めよ。

[Assessment and Feedback]


クライアントがどのデータ・情報を収集するかを決めるのを助けよ。



クライアント自らが自らの問題を分析するようにせよ。



収集したデータが示唆するものが何かをクライアント自身が見出すようにせよ。



クライアントが変革のプロセスに関する意思決定をするうえで役立つ理論を提供せよ。

[Action Planning]


クライアントが行動計画に対するコミットメントを得ることを助けよ。

[Intervention, Evaluation]


クライアントが行動計画通りの実行を決定し、実践していくことを助けよ。

[Adoption]


クライアントがオーナーシップを継続しあなたに依存した存在にならないようにせよ。

[Separation]


出来る限り早期に背負っている責任から撤退せよ。

（出所）Rothwell et al. (1995, p.51) Practicing Organization Development / Cockman et al. (1992, p5) Client-centred
consulting

110

Action Research モデルの各ステップについての簡潔な説明は次の通りである（Rothwell et al 1995、
p.52, p.53)。
表 5-2：Action Research モデル

Start-up：
change agent58が加わり、問題状況を明確にし、変革の取り組みへのコミットメントを得る。
Assessment and Feedback：
change agent が問題にかかる情報を収集し、意思決定者や変革プロセス関係者に対して情報にか
かるフィードバックを行う。
Action Planning：
change agent と意思決定者が協働して行動計画を作成する。
Intervention：
行動計画が実行される。変革プロセスが遂行される。
Evaluation：
変革への取り組みの進捗状況を精査する。
Adoption：
組織のメンバーが変革のオーナーシップを受け継ぎ、引き続き変革の取り組みが組織において
継続する。
Separation：
change agent が変革の取り組みから撤退する準備をする。撤退の際には、自らの撤退後において
も向上が継続するよう配慮する。これは、change agent が有している変革に必要となる知識やス
キルが、ここまでのプロセスを経て組織に受け継がれているゆえに可能となる。
（出所）Rothwell et al. (1995, p.52, 53) Practicing Organization Development

3. OD 実践者の果たす役割
ここまで見てきたように、OD においては変革プロセスのオーナーシップはクライアント組織
側に属しているというのが基本態度となっており、直面する問題や挑戦課題への解決策、対処法
というものについては、コンサルタントがこれを提示するものではない、クライアント組織が自
力でこれを見出すものである。
Schein (1999, p.1, 243) は「コンサルタントは決して組織にある現実の状況や問題を充分に知る
ことは出来ず、組織のメンバーが問題解決のために何を為すべきかという具体的な提言・勧告を
行うことはできるものではない。
」とし、
「
『プロセス・コンサルテーション』の原則の一つであり

58

Change agent：本節で扱う OD においては、OD コンサルタントやそのチームのことを指す。主には外部から
参画介入する立場であるが、特定の組織に配属され、自らの組織の変革プロセスに参画介入する立場の change
agent も存在する。
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真髄といえるものは、問題を知っている、その問題への解決策を知っているのはクライアントで
ある。
（コンサルタントである）私の仕事とはクライアントが助力を得るための関係性を創ること
である。クライアントの抱える問題を自身の肩に背負う事、そして自身が住人ではないところの
実情においての助言なり解決策を提示することは私の仕事ではない」と OD コンサルタントの立
場を明確にしている。Engdahl (1995, p.87) は、「コンサルタントは change agent であり changer で
はない。変革をもたらす権威と権限を有しているクライアント組織のマネージャーである」とし
ている。
以上のような基本態度が OD におけるコンサルテーションの基本態度を形成している。OD コン
サルタントは、自分たちは「組織が通る道筋としてのプロセスを提供する存在」、「クライアント
が答えを見出すためのストラクチャーを創る」存在（Marshak、2003、筆者によるインタビュー）
であると自己認識している。
このように、
「答え」や「解決策」をクライアントが見出すことを助ける存在である OD コンサ
ルタントが担う役割とは「ファシリテーション」であるとされる。Engdahl (1995, pp. 86~87) は「OD
コンサルタントの責任とは、クライアント組織がミッションを達成していくことのできる組織へ
と効果的に変革することを可能にするプロセスをファシリテートするところにある」としており、
Burke (1992, pp. 174-175) は「OD コンサルタントが果たす根本の機能とは、クライアントがいか
にしてより効果的に自らを助けることができるかを学習することを助けることにある。そして、
場合によって専門的な情報を提供したり、療法を処方することもあるが、OD コンサルタントの
より典型的な活動様式とはファシリテーションである」としている。
以上の OD コンサルタントの役割についての議論につき、Marshak （2003、筆者によるインタ
ビュー）はさらに具体的に説明している。
OD 実践者はツールよりもどのように人々が相互作用を行うか、これをファシリテー
トすることを重視している。我々（OD コンサルタント）はコーチのような存在である。
我々はプロセスに専門的技術を投入していく。そして組織の人々は変革のためのエネル
ギーとコミットメントを準備しなければならない。
我々が行うこととは、人々を体系だったプロセスに載せるということ、人々は、自身
が自身について知っていることをそのプロセスに適用させることができる。我々は人々
にインタビューし、彼らの言わんとしていることを集約し、そこから得られる情報を整
理する。我々はまた別のところで同様にインタビューして情報を収集する。集めたデー
タ・情報を壁に貼りだす、そこで人々は何がカギとなる課題となるのかを考える。そし
て人々は自分たちのビジョンを語り、チームをどうしたいのかを語る。そこで解決策が
何であるか、何を為さなければならないか、それをどうやって実行するのかを語り議論
する．
．．私の役割とは、こういった議論をファシリテートすることであり、人々が議論
にあたって生産的な態度を継続できるようにすることである。
人々は組織に対して責任感をもっているか。人々はお互いに心を開きかつ正直に思っ
ていることを言えているか。今後実行していこうというコミットメントをもってアイデ
アを発表しているか。人々をプロセスに導き入れる最善の方法は何か。いかにプロセス
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全体をマネージするか。こうした事柄が OD コンサルタントの関心事項である。殆どの
OD コンサルタントは対話型のミーティングを企画し、相互作用（インターアクション）
をファシリテートするスキルを有している。
以上の議論をみると、クライアント組織に対する態度に関する見解に、いくらかの隔たりがあ
る。クライアント組織にたいして OD コンサルタントは「答え」を決して提供しないのか、それ
とも場合によっては提供することもありうるのかということである。
Schein (1999, p.1, 243) が「コンサルタントは決して組織にある現実の状況や問題を充分に知る
ことは出来ず、組織のメンバーが問題解決のために何を為すべきかという具体的な提言・勧告を
行うことはできるものではない」としている一方で、Burke (1992, pp. 174-175) は「場合によって
専門的な情報を提供したり、療法を処方することもある」としている。筆者は、ここにある Schein
の主張は OD コンサルタントが自覚すべき原則を強調する色彩がでているものと考える。現実に、
外部者の視点を持ち込むことによってこそ可能になる解決策といったものを提供できる局面が訪
れることがある。その時、明らかに妥当な解決策を提供することをためらい、クライアント組織
が自らそこに至るのをひたすら待っているだけでは、時間の限られた変革プロジェクトのスピー
ドを落とす結果に陥りかねない。
OD は、ここまで見てきたように Y 理論を是とする運動あり、すでにクライアント組織の人々
は回答を持っているという前提に立ち、そしてクライアント組織の人々が回答を自ら見出したと
いうプロセスとすることに価値があるとするものである。そこには、コンサルタントが回答を提
供するという行為を繰り返すうちに、クライアント組織には次に何を教えてくれるかと待ちの態
度が醸成され、自らが主体的に考えることをしなくなり、結果的に依存の態度をつくりだして組
織の力を衰えさせることになるという認識があると考えてよいであろう。
筆者は、ここにある一種のジレンマをどう克服するかというところにコンサルタントの力量が
問われていると考える。Marshak は、OD コンサルタントは議論やインターアクションをファシリ
テートするスキルを持っているとした。では、そのスキルの中身とはどのようなものなのか？ 議
論やインターアクションの過程で、コンサルタントは少なくとも何が回答となるかについて、一
定の仮説を持っているはずである（持っていなければならない）。その仮説をクライアント組織の
リーダーとの間で共有していることもありうる。議論やインターアクションをファシリテートす
るスキルとは、議論やインターアクションをその仮説へと導いていく、その仮説を参加者が総力
挙げて検証し、必要な修正と補足をして完成させていく道筋をつけていく技術のことである。
Schein (1999, p.1, 243) は「コンサルタントは決して組織にある現実の状況や問題を充分に知る
ことは出来ない」としているが、実際にはコンサルタントは問題状況にかかる的確な理解を持っ
ていなければならない。「組織のメンバーが問題解決のために何を為すべきかという具体的な提
言・勧告を行うことはできるものではない」（同）、つまり具体的な提言、勧告というものはクラ
イアント組織が自らのためにまとめ上げていくものであるが、そこに至るプロセスに責任をもつ
コンサルタントは、その仮説となるものを持っていなければならない。そして、ある特定の個別
の回答があり、それを提供することで行き詰まった議論やインターアクションに方向性をつける
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ことができ、しかもそれによって依存を生じることがないという局面にあっては回答を示すこと
をためらってはならない。コンサルタントにはこうしたバランス感覚と判断力が要求されている
のである。
4. コンサルタント－クライアントの関係性
4.1 OD 実践者が形成する関係性
次に、こうした働きをする OD コンサルタントとクライアント組織との関係性とはいかなるも
のか、お互いにお互いをどのような存在と認識して変革プロセスを進めていくかを考察する。
どのような関係性をつくるかということの重要性につき、Cockman et al (1992, p5) は「最も有
能なコンサルタントとは、関係性を上手につくったうえで問題を特定し、これへの解決策を見出
していくための環境に自らをうまく適合させていくうえでの自身のやり方を持っている人であ
る」
。そして「クライアントのニーズや感情を良く感知しこれに応えていることが何よりも重要な
ことである」
。ここまで議論してきたような役割を果たすうえで、コンサルタントは、クライアン
ト組織と感情のうえでの結び付きをもち、クライアント組織との間で一定の目標を共有したうえ
で形成される一つの環境条件にうまく自身を適合させることが必要であるという議論である。そ
して同じく Cockman et al (1992, p.5) は、「我々の経験上、コンサルタントとクライアントが相互
に尊敬（リスペクト）しあうことができればおのずと良い結果へと結び付く」とする。Marshak
（2003, 筆者によるインタビュー）も「我々（コンサルタントとクライアント）はパートナーで
あり共に変革をもたらすべく相互に協力するというモデルを信じている。クライアントとコンサ
ルタントは同等の立場に立つ。お互いへの尊敬（リスペクト）を基盤にしつつ、クライアントは
コンサルタントの働きに、コンサルタントはクライアントの働きを相互に必要とするパートナー
としての関係にある。
」
さらに、Schein (1969) は自らが提唱する「プロセス・コンサルテーション」
（Process Consultation）
の概念につき、
「
『プロセス・コンサルテーション』とは、クライアント自身がこのように状況を
向上させたいとするところを実現するために、クライアント自身が変革プロセスの全体像・内外
の環境を理解してこれに主体的に取り組んでいくことができる関係性を構築することによって成
り立つ」
、そして「助け合いの関係性（helping relationship）がクライアントとの間で構築されるな
らば、クライアントとコンサルタントは協働作業によって状況の分析診断とこれに対する適切な
療法を導き出すことができるようになる」（Schein (1999, p.20, p1）としている。つまり、「診断分
析と問題解決への『プロセス・コンサルタント』の活動は、クライアントのための、ではなくク
ライアントと共に遂行していく二者が連結した活動である」(Huczynski et al. 2001, p569)。
さらに Block (1999, p.25) は「コンサルタントが協働する役割を果たしている時には、問題解決
は（コンサルタントとクライアントの）二者が連結した取り組みとなる。コンサルタントがマネ
ージャーのために問題解決をすることはない。コンサルタントとクライアントは自身がもつスキ
ルを、マネージャーが問題解決することを助けるために発揮する」と議論している。
ここまで、
「相互に尊敬（リスペクト）しあう関係」と「相互に助け合い協働する関係」が求め
られるという議論であるが、これは前者が成り立って初めて後者が成り立つ、後者が成り立って
初めて OD コンサルタントの役割「クライアントが答えを見出し実行するプロセスをファシリテ
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ートする」を果たすことができるという構図になる。相手を信用していない、相手を尊敬するこ
とが出来ていない状況では、相互に助け合うことはできない。相手が取り組んだ結果として生ま
れる成果について、それを尊重し、活かすことができない。お互いのもたらす成果がお互いに助
けにならないのである。
つまり、根幹となる部分は、相互に信頼し尊敬しあう関係である。これは、もしもお互いに知
らない者同士の関係から始まる場合には、最初の段階からこれが存在するわけではない。これを
構築するところから始めなければならない。そこで、どうやって構築するかであるが、筆者の考
えでは、お互いがもっている個々の知識・技術・技能というものが一定の水準にあることは必要
条件にあるとしても、相互の信頼と尊敬の根幹は、それぞれが個として内にもつミッションであ
る。つまり、その組織がミッションを果たすことのできるところへと変革するまで自己の利益を
顧みない覚悟で取り組んでいくという「ミッション」である。そこがはっきりと共有された場合
においては、おのずと信頼と尊敬の念が培われるものである。
しかし、こうしたミッションを共有した相互信頼、相互尊敬の関係が成立するケースは、実の
ところ多くはない実情にあるというのが筆者の実感である。たとえ自身がミッションをもって変
革プロセスの環境に身を投じても、相手が同等のミッションを結局は持ちえないという状況が継
続した場合には、ついには自身のミッションも低下していく。自身がいかなる状況に直面しよう
とも自身のミッションを維持する意志をどこまで強固に保持できるかは、コンサルタントに要求
される重要な資質要件となる。
ここまで見てきた OD におけるコンサルタントの役割そしてクライアントとの関係性であるが、
OD 以外の領域におけるコンサルティングのあり方と対比させ、その特徴的な側面を確認してお
きたい。
4.2 マネジメント・コンサルティングとの対比
Huczynski et al. (2001, p569) は、
「プロセス・コンサルテーションは、クライアントが自社が正
確に理解・認識していないと考える部分につき、あるべきレベルの理解・認識に到達することを
目指す、あるいは特定の問題解決を図ろうとするときに、特定の知識や専門性を買うものである
という旧来のコンサルタントに対する見方とは対照的なものである」と議論する。旧来あるコン
サルタントの役割のあり方を示す典型的な事例の一つが「マネジメント・コンサルティング」で
ある。Czerniawska (1999, p.8) は、そこでのコンサルタントの役割・機能を「マネジメント・コン
サルティングは、クライアントが経営上の問題や機会を特定するのを助けるため、専門性と知見
を有する人材が助言や勧告を提供するサービスである。コンサルタントは課題状況に応じて解決
策やとるべき行動を助言する。要請に応じてその実行を助ける」としている。
マネジメント・コンサルティングにおいてコンサルタントの関わり方のステップについて、
Biswas et al (2002, pp. 36~39) の説明は「原型としては 4 つのワークフローへの分類となる。それ
は、(1) 問題の特定とプロジェクト・プラニング、(2) 分析、(3) 分析結果のとりまとめ、(4) プレ
ゼンテーション である」
（図 4-2 参照）
。これを見ると根本的に OD のアプローチとは異なってい
ることがわかる。OD における Action Research モデルにおける Assessment and Feedback のステッ
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プを 4 つに分解したものがマネジメント・コンサルティングのワークフローであると考えてよい。
こうしたマネジメント・コンサルティングにみられるアプローチに関しては、コンサルタント
がファシリテーションの役割を担い、協働で変革プロセスに携わる OD のアプローチの妥当性を
信奉する人々からは、その限界が指摘される。例えば Block (1999, pp. xvii-xviii) は、
「専門家主導
型（expert-driven）の変革モデルが役立つものかどうか、ますます疑問を抱かざるを得ない。単に
勧告・提言を提示するのみのやり方では、ほとんどの事例において依存体質を助長し、クライア
ントが自らの責任を果たすことから回避する状況さえ生んでいる」と批判している。Cockman et al.
(1992, p.4) は「確かにクライアントが問題解決のためプロのアドバイスを必要とする時がある。
もしも、ある製造機械が故障すればほとんどの人は分かる人を呼んで直してもらうだろう。しか
しながら実際には、依存体質を生み出すことを避けつつ、クライアントに類似する問題を自力で
解決できるようになって欲しいと考える（OD）コンサルタントの熟考された助けを活用すること
によって、クライアントが自力で解決できる状況や問題が山ほど存在しているということである」
としている。
Marshak も同様にマネジメント・コンサルティングに対しては批判的なコメントを残しており、
マネジメント・コンサルティングは X 理論に親和性のあるものであるとしたが、Marshak を含め
OD の運動に加わっている人々にとって、自分たちのやり方の妥当性を強調するために、マネジ
メント・コンサルティングの限界をより際立たせて対峙させている側面が否定でいないと考えら
れる。実際のところ、マネジメント・コンサルティングの結果として得られる勧告なり提言を、
自社のミッションや全体戦略のなかで活かしきることのできる情報と出来るかどうかは、発注者
であるクライアント組織次第である。
例えば既存のビジネスモデルが限界に至り、新たな事業を興し、あるいは新たなマーケットを
開拓しこれまで未経験の事業領域、これまで未経験の地域をマーケットに入れて自社の存続を図
ろうとするような場合において、組織はむしろ積極的に専門家主導のコンサルティングを活用し
なければならないであろう。ここで重要なのは、単にわが社の戦略を創ってくださいと発注する
のではなく、自社の仮説を周到に準備し、自社内外の関連するマネージャーとの協働作業におい
て発注内容を確定することである。そのうえであれば、専門的調査の結果というものは自社内外
のマネージャーにとってすでに重要な関心事となっているため、情報は生かされることになる。
調査の途中においても、発注内容が明確であれば、これに従ってコンサルタント側が作業の途中
であってもこのテーマをもっと掘り下げるとか、このデータのさらに裏付けをとってほしいとい
う注文をつけ、コンサルタントがこれに応じるという相互作用が成立し、その相互作用は情報の
品質となって表れてくる。
こうした状況では、全体戦略を再度構築するためのプロセスに OD のアプローチを採用しつつ
戦略構築のために必要な基礎情報・データを収集する際に専門家主導型のコンサルティングを活
用すると言った併用すら可能であるはずである。また、専門家主導型のコンサルティングによっ
て依存体質が助長されることのない主体性をもった組織に変革するというニーズに応えることが
出来るのは OD のアプローチであるといえる。
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図 5-2：典型的なマネジメント・コンサルティングのワークフロー
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Step 1:

問題の特定とプロジェクト・プラニング：クライアントが直面するビジネス上の課題を
明らかにする。調査委託における個別目標、ワークステップ、そして委託の最終段階で
提出する成果物を確認。完了までのタイムフレームの確認。

Step 2:

調査結果の分析：初期データ、二次データの収集、モデル・概念フレームワークの構築、
調査領域ごとの個別専門家らからの考察結果の収集、調査結果の分析

Step 3:

分析結果のとりまとめ：個々の結論を統合して一括した報告とし、提言・勧告内容にと
りまとめる。

Step 4:

プレゼンテーション：クライアントに対して調査結果を報告し、提言・勧告をプレゼン
テーションし、委託期間が終了する。

（出所）Biswas et al. (2002) Management Consulting: p. 37

5. 戦略策定：Strategic Planning
本項では、OD における戦略策定 Strategic Planning の方法論、手法またその根底にある考え方を
考察する。OD における Strategic Planning59の最新の取り組みは、戦略構築にあたり組織内外の人
材、関係者を広く集めたうえで戦略構築のプロセスに全面的に参画させること、加えて組織がす
でに持っている能力、技術、潜在的可能性（ポテンシャル）
、強み、機会などの自社における新た
なポジティブな側面を周到に参加者全員が再認識し、自信を回復するとともに、未来に向けての
59

Strategic Planning：これは、OD における戦略策定における取り組み全体をさす名称となっており、本論文で
も「戦略策定」とは表記せず、名称通りの表記とする。
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モチベーションやミッションを新たにするという効果を狙っているものである。この点において、
Y 理論に拠る態度をさらに突き詰めているものと言える。
地域再生においても、まさにわが町、わが村がすでに持っている地域資源を再認識する、つま
りは能力、技術、潜在的可能性（ポテンシャル）
、強み、機会などを再認識するところから始めな
ければならないという共通点がある。
今では、多くの OD コンサルタントが Strategic Planning を自らのサービス・メニューに加える
ようになっている。Potentials 社（米国シカゴ：公式サイト http://www.potentials.com/orgvision.html）は
「システム化されたアプローチを導入し、意思決定者によって構成されるチームとともに、組織
のミッションや価値観に合致する戦略的計画の構築に向けて取り組む。ファシリテーターは、開
かれたコミュニケーションや合意形成を支援しつつ、クライアントが戦略の構築に取り組んでい
く際のメカニズムを提供する」としている。また Concentrics 社（米国フィラデルフィア：公式サ
イト http://www.concentrics.com/str_plan.html）は「クライアント内での共有された目的意識を形成する
ために、組織の根底にある課題を議論するミーティングをファシリテートする。メンバーの考え
をひとつにまとめ上げていくためにミーティングは数日を要し、そこには戦略的計画の最終版に
至るまで持続するエネルギーが必要である」とし、いずれも Strategic Planning に取り組むこと、
そして自らの役割を明らかにしている。
Marshak（2003、筆者によるインタビュー）は OD における Strategic Planning を次のように説明
している。
OD において Strategic Planning を実施していく時、業界の分析と共に SWOT 分析60を含
む分析・調査をクライアント組織の人々が、自ら行うためのプロセスをつくる。そして
我々（OD コンサルタント）は、クライアント自身が Strategic Planning を行ううえでのプ
ロセスへと人々を動員していく。ただ、多くのコンサルタント会社が行っていることは、
やって来て詳細な業界分析を彼らが行い、この戦略で行ってくださいと提言するという
やり方だ。
OD においては、クライアント組織から一定の数の人々を集め、その人たちが実際に
Strategic Planning を行う、その人たち自身が頭を絞って考え抜くというやり方をとる。専
門家分析を動員したうえでの戦略に頼ることよりも重要である。
前項においても、OD においてはコンサルタントが答えを提供する、問題解決策を提示すると
いうものではなく、コンサルタントのファシリテーション、コンサルタントがクライアントとも
に準備するプロセスにクライアント組織の人々が載って、クライアント自らが答えを導き出す、
問題解決策を見出すという基本原則が貫かれていることを確認したが、これは Strategic Planning
においてもやはり同様である。クライアントが自ら自社の置かれている状況を分析把握し、その
情報を駆使して戦略を構築する、そのプロセスをコンサルタントが準備するという構造である。
ここで、いささか観念論に偏り、方法論の有効性を宣伝する意図のある内容にみえるものでは
60

SWOT 分析：より強化すべき自社の Strength 強み／克服しなければならない自社の Weakness 弱み／逃しては
ならない自社の Opportunity 機会／回避しなければならない自社への Threat 脅威 を明らかにすること。自社
の今ある状態を客観的に把握し、戦略を構築するうえでの基礎的情報となる。
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あるが、Sanderson (2003, p.1) が整理する Strategic Planning の 5 つの原則を確認しておきたい（表
5-3）
。ここにいう 5 つの原則が広く OD 実践者の間で共有されている、もしくは拠って立つとこ
ろとなっているかは確認することが出来ないが、この後に検討する具体的な二つの手法 Future
Search と Appreciative Inquires は、原則の 1．システム全体が参加するということ、原則の 4．参加
者がポジティブで賞賛的なアプローチに則る、この二つに忠実に従った方法論であることは確か
である。
表 5-3：Strategic Planning の原則
Strategic Planning の結果できあがった戦略文書そのものは 50% に過ぎない。残りの 50%は組

1.

織の人々が戦略に対して実効性をもたせること。その中身とは自社の戦略を軸足にして：新
鮮な視野を持つ、自らの仕事を新たに賞賛すること、可能性をあらたに感知すること、そし
てコミットメントを新たにすることである。
システム全体が（少なくとも各代表者が）参加する。組織の変革と再生の取り組みには、旧

2.

来の 10 人から 12 人の Strategic Planning 委員会によるものよりも、幅広い参加が必要である。
組織のリーダーは、プラニングのプロセスを支援する：リーダーは strategic planning の重要性、

3.

それがもたらす利益を説き、全面的に参加して、結果として構築される戦略をフォローする。
自身の仕事・自身の組織に対する情熱・思い入れを参加者全員で再発見することを基盤とし

4.

て、参加者はポジティブかつ賞賛的なアプローチに則る。参加者全体に共通している基盤を
見つけそこから戦略を構築する。Strategic Planning は問題を解決することよりも、人々が自分
たちの共有する価値観を発見し、本当に彼らが望む組織を創造することを助けることの性格
を強くもつ。
プラニングの取り組みは組織のニーズや資源に適合するものである。プラニングの方法論に

5.

は Appreciative Inquiry、Future Search、Open Space といった多様なものがあるがそれらはすべ
て人々をプラニングと変革へと動員していくうえで効果を発揮するものであり、その効力は
実証されている。組織と方法論との最善の「フィット」を見出すことで創造的な結果が得ら
れる。
（出所）Sanderson , David (2003): Strategic Planning, Creating Your Organization’s Future, A Transformative Approach to
Strategic Planning： http://www.eaglepointconsulting.com/strategic.html

OD においては、Strategic Planning を実践する際、Large Scale Systems Change61というモデルを採
用し、その代表的な手法として、Future Search と Appreciative Inquiries とがある。以下、この Future
Search と Appreciative Inquiries について検討する。

61

Large Scale Systems Change, Appreciative Inquiries, Future Search は Strategic Planning におけるモデルと手法の名
称であり、本論文ではそのまま英語表記とする。
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Future Search：
Massarik et al (2002, p.134) は、
「組織のために新しいコンセプトを創るとき、組織全体を巻き込
む手法である Future Search の技術が用いられる。Future Search の実践を通して、修正されたミッ
ション、新しい組織のビジョン、職域ごとにどのような行動が期待されるかといった新しい組織
像が描かれる、そして修正されたミッションとビジョンに従って新しく生成された価値観に基づ
いて実践する組織へと変わっていく」と説明している。
Future Search についての Merron（2003、筆者によるインタビュー）の説明は次の通りである。
Future search は Marvin Weisbord と Sandra Janoff によって開発された手法で、ステーク
ホルダーを 2 日半にわたって一つの部屋に集合させる。集合するステークホルダーの
面々は組織にセクションをまたがった何らかのつながりをもった人々である。そこには
低い階層にあるワーカーもいるし、組織が活動を展開している地域のコミュニティの
人々も入っていて、組織内外のあらゆる階層の人々が参加してくる。合計するとおよそ
60 人から 80 人といった人数になり、多ければ多いほど良い。
これは専門家がプレゼンテーションを行う旧来からある会議とは異なる。そこでは、
わが組織の過去の 20 年、未来の 20 年を検証してみる。1980 年代、つまり 20 年前、世
界ではどんなことがあったか、あなた自身の生活にはどんなことがあったか、そして組
織にはどんなことがあったか、といった質問を投げかける。こうした質問にたいして人々
は回答をリストアップする。そして次には、では 1990 年代にはどうであったか、同じ内
容の質問を投げかけ、参加者が回答をリストアップする。
これは、過去を引き出していくこと、過去においてベストであったものを引き出して
いくことにエネルギーを注ぐ。人々は過去のことを忘れてはいない。すでに為したこと
であって、そこに基盤がある。
他の多くのやり方よりも人々の参画が活発になる。そこでは多様なステークホルダー
が共同作業に加わっているので、多様な視点を盛り込んだ内容の濃い情報を得ることに
なる。集まったすべての人が、全プロセスに参画することで、やる気に満ちた状態とな
り、コミットメントが高いレベルで維持される。
この手法の開発者である Weisbord et al（2000, Nauheimer, 2003 の引用）は、「ここでは地位やス
キル、組織との関わり方の違いに関わらず、組織の活動に何からの関わりをもって行動していて
組織についての一定の情報を持つ人々が広く集まる、その人たちによるワーキング・セッション
が行われる。個人が単独で取り組む、あるいはおなじみの顔ぶれの人たちの間だけで進めていく
よりも、多様な人々が集まる場における対話を通して取り組んだ場合においてはより内容の濃い
ものが生まれてくる。人々には今の自分たち以上のことを為そうというモチベーションとスキル
があるからこそ可能になるやり方である」と説明している。
表 5-4 において、Future Search の概略を整理する。Merron の説明通り、2 日半の間にどのような
アジェンダを組んで構成しているかが説明されている。
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表 5-4：Future Search
Future Search はプラニング・ミーティングであり、きわめて迅速に人々のケイパビリティを行動
へと変容させることを支援する。ミーティングはタスクを振り分ける方式で行われる。あらゆる
階層、あらゆる職域から 60 人から 80 人を一つの部屋に集める。数百人に及ぶ場合にはこれを複
数の部屋に集める。参加者は皆同じテーマについて対話を行う。
ミーティングは 3 日間、16 時間であり、人々は過去と現在そして実現したい未来についてストー
リーを話す。対話を通して参加者は共通の土台となるものを発見する。そうして初めて具体的な
アクション・プランを作ることになる。
第 1 日：午後
過去を語る（Focus on the Past）
参加者は世界における、そして参加者自身における過去の重要な出来事を振り返る。小グループ
に分かれ、そうした出来事が現在自分たちが実践するようになっていることにどんな影響を与え
てきたかを語る。
現在とトレンドを語る（Focus on the Present, External Trends）
全グループが、今自分たちに影響を与えているトレンドを「マインドマップ」に描き、何が重要
トレンドであるかを特定する。
第 2 日：午前
現在とトレンドを語る（Focus on the Present, External Trends）
各グループは重要トレンドに今自分たちがどう取り組んでいるか、将来にはどう取り組んでいき
たいかを明らかにする
現在を語る
各グループは、今自分たちが実践しているやり方について自信をもって誇れるところと満足出来
ていないところを報告する。
第 2 日：午後
理想的な未来シナリオ
それぞれのグループは未来のモードに入る。そして望ましい未来を、あたかもすでに実現できて
いることのようにイメージして描く
共通の基盤を特定
全員に共通の基盤となると信じるものを描く
第 3 日：午前＋正午過ぎまで
共通の基盤を確認
全グループが共通の基盤がどこにあるのか合意する
アクション・プラニング
アクション・プランの実践を有志が確約する

（出所）Future Search Network、2003、公式サイト：http://www.futuresearch.net/index.cfm)
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この手法の注目すべき点は、ステークホルダーを幅広く参加させている点、そして、参加者が
多様な階層から構成されており、その参加者間での対話を成立させている点である。これにより、
組織のメンバーは組織の全体像をより包括的に自覚することができる。ステークホルダーの自社
への評価、期待、批判というものは、例えば Action Research モデルの Assessment and Feedback に
おいて OD コンサルタントがインタビューしその結果を伝えることもできるが、これが直接対話
というかたちでコミュニケートされることの意義は大きい。情報は個々人の感情をともなってリ
アリティのあるものとして伝わるため、重みが異なってくる。

Appreciative Inquiry：
Appreciative Inquiry は、Future Search と同様に幅広い参加者によって進行するセッション／ミー
ティングの手法であるが、すでに自社がもっているパフォーマンスを最高レベルに引き上げる要
素を、徹底して自社の優れている点がどこにあるかを集中した対話によって引き出すものである。
Merron（2003、筆者によるインタビュー）の説明は次の通りである。
Appreciative Inquiry は、とてつもなく強い熱中とエネルギーを引き起こす。私たちは現
在、私たちの病院の看護部において実践している。実のところ、病院における単独の部
門としては最大規模で、病院全体では 6,000 人のスタッフがいるが、看護部は 2,000 人を
擁している。Appreciative Inquiry を通して、システムにおけるベストの部分を発見する
（Discover）
。そしてその通りのベストのものが維持されるならば、自分たちが将来どん
な状態になっているかを描写（Dream）する。その未来像を可能にするシステムをデザ
イン（Design）する。それに従って実践する（Deliver）
。
参加者は二人一組のペアとなり、組織において最もポジティブな経験に関しての周到
に準備された質問をお互いに投げかけるインタビューを行う（表 5-5 参照）
。看護部門で
は、具合のよくない患者の世話をするときに、最も意義深かった経験はどんなものだっ
たかを訊く。
「それはどんなものでしたか？ あなたがしたことは何ですか？

そこには

他に誰がいましたか？」その人が行ったことについて、何がその経験をそれほど特別な
ものにしたのかについて、たくさんの情報が出てくる。それを今の仕事、今の組織に関
連付ける。もしそういった看護ケアが今出来るとするならば、それはどんなものだろう
か？

看護ケアについて知りうる限りのベストのものから、今の看護ケアがどうあるべ

きかを描く。こうした情報をもとにして戦略的な計画を作っていく。
French et al. (1999, p.138, pp.208-209) は「David Cooperrider と Suresh Srivastva は現状のアクショ
ン・リサーチ・モデルは、
「問題」に焦点を当て過ぎていると批判し Appreciative Inquiry を開発し
た。ここには彼らの『組織とは抱擁すべき奇跡』であり、
『解決すべき問題』ではないという主張
があった。コンサルタントや研究者の実験や経験によって、OD の参画介入のありかたもまた進
化するものである」という議論を通して、一定の評価をしている。アクション・リサーチ・モデ
ルが「問題」に焦点をあてている、問題解決のプロセスになっているという別の批判としては、
Rothwell et al. (1995, p.53) が、
「
（アクション・リサーチ・モデルの）Assessment and Feedback は
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change agent が「問題」に関する情報を収集して意思決定者や変革プロセスに関わるステークホル
ダーにその情報を提供している」と指摘している。
表 5-5：Appreciative Inquiry ミーティングで中心的に使用する質問
 これまで全体を振り返って、組織が最も頂点を迎えていたのはいつのことだったか；人々が
最も生き生きとして、最もエネルギーにあふれ、コミットメントが最も高く、最も仕事への
充実感、やりがいを感じていたのはいつ？
 自分たち自身について、そして自分たちの組織について、何がもっとも価値のあることであ
るか？
 最高のものが実際に現れていたとき、それを可能にした組織の要素とは何であったか。組織
構造？ リーダーシップのあり方？ システム？ 価値観？
 さらに良い組織となるために、我々もまだ認知していない、組織のなかに隠れている、最も
重要な可能性は何であるか？
（出所）Source: French and Bell (1999) Organization Development Sixth Edition, p.209

French et al の評価とは、OD の参画介入のありかたの進化が Appreciative Inquiry にみられるとい
うものであるが、ここには Future Search にも共通する OD のアプローチに関する変容が確かに認
められる。それは、Y 理論を人間観から組織観まで拡大していったということである。これは注
目に値することである。これら Future Search や Appreciative Inquiry の開発者や実践者の議論から
は組織を擬人化したというロジックを確認することはできないが、彼らが人間に対して適用する
Y 理論を組織にも適用させ、人々によって成り立つ組織もまたひとつの生命や意志をもつ主体の
ごとく扱っていることは確かである。
ただし、ここでも人間観としての X 理論と Y 理論を対比させた時と同じ問題が浮かび上がって
くる。組織において検討する時、X 理論と Y 理論のどちらが正しいのか。Cooperrider et al であれ
ば後者が正しいのだと主張するであろう。然しながら、人間においてと同様にどちらが正しいと
いうことは実際のところは断定できるものではない。
X 理論・Y 理論における核心の問題とは、どちらが正しいかではなくて、どうやったら組織の
人々（本論文のテーマに即していえば地域の人々）を Y 理論によって説明されるような人々の集
合へと変容させて落ちつけることができるのかということである。そしてこれは組織においても
同じことが言えるであろう。
組織を構成するのは当然ながら人間である。従って人々が X 理論よりの存在であれば、組織そ
のものも X 理論よりの存在となる。一方、人々が Y 理論よりの存在になれば組織も自ずと Y 理論
よりの存在となってパフォーマンスが向上していくことになる。
このように人間と組織には同調性があるため、人間と組織の両方に Y 理論を適用させるという
一貫性をもつことは妥当ではある。ただし、だからと言って問題解決のアプローチを排除するこ
とは妥当ではない。両者を最適なところで両立させなければならないであろう。
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特筆すべき点は、戦略策定のプロセスに幅広い層の人々を内外から集めての議論にしていると
いうことである。これは、組織の人間が内部からの視点では気づかない自社の強みや可能性、隠
れた価値といったものを引き出す機会として有効である。自社の業績・パフォーマンスは、自社
の人々だけではなく、サプライヤー、取引先、ビジネス・パートナーによって構成されるシステ
ムの総体が生み出しているある以上、多様な視点を盛り込む手法の妥当性は明らかである。
もう一つの特筆すべきことは、数日間の集中したミーティング、セッションの間に、参加者の
感情的なエネルギーを最大限解放させていることである。そこには、自分たちがこれだけ素晴ら
しい存在であるであるといった再発見に感動することでもあり、また、これから自分たちはもっ
と素晴らしい存在になれる、なってみせるという意志を強固にすることでもあると考えられる。
さらに、自分たちが出せる情報を出しきり、知恵を振り絞った結果として戦略が構築されるとい
うプロセスは、参加者の戦略実行へのコミットメントをつくるうえで有効に働くことは疑いがな
いところである。
しかしながら、いくつか注意しなければならないことがある。ひとつは、Appreciative Inquiry
や Future Search のミーティング、セッションの非日常性ということである。これは、多くの人に
とってこれまで味わったことのないような興奮や感動に満ちた非日常の場である。従って、ミー
ティングが終了した後に現実に戻り「夢から覚めた」時、
「あの時、これもやる、あれもやる、こ
れもできる、あれもできる、やってみせる！」と宣言した内容が、実は自分たちの能力や、自分
たちがもっている資源では、限られた時間内に達成することは到底無理なことだった、というこ
とに気づいてしまうという状況が起こりうる。とくに集団が大きくなった時には熱狂的な雰囲気
が判断力を鈍らせ、野心的にすぎる心理状態になることにもつながるため、現実的な視点を常に
失わないようにしなければならない。
もう一つは、仕込みとフォローアップである。本節の第 3 項において、筆者は議論やインター
アクションの過程で、コンサルタントは何が回答となるかについて、一定の仮説を持っていなけ
ればならない、そしてその仮説をクライアント組織のリーダーとの間で共有する、議論やインタ
ーアクションをその仮説へと導いていく、その仮説を参加者が総力挙げて検証し、必要な修正と
補足をして完成させていく道筋をつけていくという役割を担うもので、かつそのためのスキルが
必要であると議論した。これはまさにこれら Future Search や Appreciative Inquiry のプロジェクト
で発揮されなければならないだろう。仮説の準備と共有は「仕込み」である。
そして多数の多様な参加者から得た情報を、新しい組織戦略という形で取りまとめ、参加者に
フィードバックする、コメントを得て完成させるといったプロセスがそのあとに続く「フォロー
アップ」である。実は、この「フォローアップ」には、単に参加者に対するフィードバックや結
果報告の問題には止まらない重要な課題が含まれている。それは、これら Future Search や
Appreciative Inquiry プロジェクトを行って初めて出来上がった、参加者のコミットメントの高い戦
略を全社に浸透させ、一人ひとりが実行していくうえでの仕組み、ツールというものが必要であ
るということである。実のところ、いくら出来るだけ多くの人を巻き込んだうえでのミーティン
グであっても、全社員を参加させたわけではない。わずかな数の代表者が参加したに過ぎず、他
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の大多数にとっては関心事にすらなっていない可能性もあるのである。戦略を浸透させ、実行に
移すというプロセスにいかに多くの人々が苦慮しているかについては第１節第２項で議論した通
りである。
この仕組み、ツールについては、本章第２節で検討する「バランスト・スコアカード」や、第
４章第２節第 3 項で検討する国際協力事業で用いられる「プロジェクト・デザイン・マトリクス」
などがその事例である。これらは、その名称は何であれ、いずれも戦略実行の「羅針盤」として
の働きを持つもので、これを一つ一つの部門、部署、地域拠点、プロジェクト（国際協力事業の
場合）などがそれぞれ全体戦略に適合させて自身の羅針盤をもつことを通して、戦略の浸透が促
進され、その実行がより効果的なものとなる。
6. 「内発的再生始動モデル」の検証
6.1 ビジョンと戦略の策定・浸透
ここまで、OD につき、
「工程：Action Research モデル」
「OD 実践者が果たす役割」「コンサル
タント－クライアントの関係」
「戦略策定 Strategic Planning」について順を追って検討してきた。
まず、工程である Action Research モデルについては、問題状況を確認し、そのうえで行動計画
を策定し、そしてその評価をおこない、さらに次のサイクルへと移るというものであるが、地域
再生の場面でも適用できればそれは望ましいものではある。
ただし、これは Strategic Planning の実践者あるいは考案者が主張するように、もっぱら「問題」
に焦点をあてているモデルである。この点について、Assessment and Feedback の段階で、地域再
生の場合には、地域資源を掘り起こさなければならない。つまり、なんらか地域に富をもたらし
たり、独自の価値を生み出したりする源泉としての地域資源の掘り起こしであり、ここには物的
資源も含まれるが、主としてそこに住む人々がもっている技術や能力、あるいは意欲といったも
のである。
これは、OD が推進する Appreciative Inquiry あるいは Future Search にみられるような、組織がす
でに持っているあるいは過去に経験した素晴らしいと賞賛されるべきものを徹底して掘り起こす
作業が適用されることが望ましいといえる。すでに多くの地域では、次代への道筋が立たず、自
信を喪失している状態におかれている。こうした中で、問題を再認識することも重要であるが、
そこにもっぱら集中する行動により、さらに問題の深刻さを思い知らされることになり、心理的
に悪影響を及ぼすリスクをともなう。
そこで、自分たちはまだ、できる、やれるという思いを少しでも掘り起こすような仕掛けを作
ることは重要であると考えられる。
さらに、地域再生において Strategic Planning に倣うべき点は、これへの参加者が組織内外から
の多様な層によって構成されるという点である。実のところ、地域ではこれまで議論してきたよ
うに、地域外はもとより、地域内における経済・社会上の日常的なつながりを後退させており、
徐々に人々の間でのお互いに対する理解も同時に後退している状況にある。
かかる状況下では、改めて、同じ地域に住むこの人が、あの人が、こんなアイデアを持ってい
る、こんな技術や能力をもっている、という具合に再発見する場とすることができる。
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そして地域の外からの参加者の視点が、自分たちでは自覚していなかったこんな魅力がわが町、
わが村にはあったのかという再発見にもつながる。
こうしたコミュニケーションが直接、感情をともなって交わされるため、参加者における地域
再認識の深度はより大きなものになってくる。
地域外からの視点は、地域の人々に地域の外へと向かわせる開かれた視野をもたらすきっかけ
となる。これは「全国的またはグローバルなシステム」62との相互依存関係を新たに形成していく
うえで柔軟かつ積極的な思考を身につけるきっかけとして不可欠となる。
地域再生において、
Appreciative Inquiry あるいは Future Search などという名称をそのまま用いる
必要はないが、これらの概念、手法をもりこみ、周到にアジェンダを設計したものを最初の段階
（Assessment and Feedback）において実践することは有効である。
また、本節で議論してきた OD コンサルタントの役割を果たせる人材を確保する必要がある。
これは不可欠である。これは第 4 項で議論した通り、適切なタイミングと条件がそろえば「答え」
を提示することをためらう必要はないものの、基本的には OD コンサルタントと同じく「ファシ
リテーション」の役割を担い、すべてのプロセスで人々がオーナーシップを維持できる環境を整
えることが重要である。このファシリテーションそのものにも専門的技術が要求されるため、基
本的には、外部人材を招くことになる。ただし、外部人材がファシリテーションする場面を何度
か経験するなかで、徐々に地域のリーダーがこの役割を担い、自らが議論を誘導する立場になる
こともできる。この場合、この外部人材は、自らが規範を示していると自覚することになる。
6.2 実行体制
OD の方法論と手法には、
「内発的再生始動モデル」における実行体制の設計と共通する部分が
ある。Action Research モデルは、
「内発的再生始動モデル」における【実行サイクル】と「外部者」
と「地域」の役割・機能分担の変容とを併せ持っているものと考えて良いであろう。
計画立案／Action Planning ⇒ 実行／Intervention ⇒ 評価／Evaluation のサイクルは共通して
いる（内発的再生始動モデルではこれに「報告・開示」を加えている）。
また、外部者との共同での取り組みであり、外部者が撤退することを前提としていることが共
通である。
ただ、再生始動開始の段階で、「内発的再生始動モデル」の場合には、外部者が「実践者」、地
域が「受益者」の立場であるところからスタートしている。OD モデルの場合にはこの設定がな
い。これは、OD モデルの場合には繰り返しになるが既に組織として成り立っている企業や公的
機関を対象にしており、最初から実践者としての位置づけになっているからである。
しかしながら、
「内発的再生始動モデル」の場合、地域を共同体化するプロセスであり、開始時
点（Action Research モデルにおける「Entry」）において外部者はより強いイニシアティブで推進す
る実践者である63。
OD のモデルは、Marshak（2003）らの発言からも明らかなように、個人の自発性を根底に置い
ている。これを前提に開発され実践されているのが Action Research モデルであり、コンサルタン
62
63

第３章第３節第 1 項参照
第４章第２節第 3 項参照
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トとクライアント組織との関係性の構築である。内発的地域再生もまた個人の自発性に基づく行
動によって成り立つことが前提（条件）である64が、同じ前提に立つ集団が極めて類似するサイク
ルを実践し、役割・機能の分担を設定していることは、
「内発的地域再生モデル」の実行体制の設
計に一定の裏付けをもたらしている。
OD における組織の人々がすでに持っているものを賞賛する、これを徹底的に掘り出して情報
化し、これを基軸に人々が自らビジョンと戦略を構築し、オーナーシップを人々に属するものと
し、これへのコミットメントを確実にする手法は、地域資源を基軸に展開する「内発的再生モデ
ル」のビジョンと戦略の策定に持ち込むことは有効である。
一方で本節第 4 項で言及した「マネジメント・コンサルティング」の手法も同時に持ち込むこ
とを考えなければならない。
本節第 4 項で議論した通り、OD モデルを適用してのプロセスを基軸にしつつも、例えば既存
のビジネスモデルが限界に至り、新たな事業を興し、あるいは新たなマーケットを開拓しこれま
で未経験の事業領域、これまで未経験の地域をマーケットに入れて自社の存続を図ろうとするよ
うな場合において、組織はむしろ積極的に専門家主導のコンサルティングを活用しなければなら
ない。
つまり、組織が現在は自身の組織に存在していないものを学習したり導入したりする場合には
「ファシリテーション」はこれに応えられないのである。
「内発的再生始動モデル」における「自主財源」がこれに当たる。これは新たな資金を確保す
るということにとどまらず、資金をマネジメントすることである。つまり、地域が自らの資金を
活用して地域のなかでの投資そして融資を地域自らが（まずどのプロジェクトに投資するか、ま
ず誰に融資するかといった）優先順位を確定し、投資または融資を意思決定し実行する、という
ことを意味する。
こうしたマネジメントの仕組みを実際に機能させるまでには、この分野（特に、現行法の体系
において融資を行う仕組みをどうつくり申請・認可を完了するかにかかる分野）での専門的支援
が不可欠になってくる。つまり、この分野での明確かつ客観的な「答え」を提供する外部人材が
必要であるということである。
しかしながらここで重要なのは、外部人材に対する依存を作らないことである。仮に特定の分
野にとどまらず答えを求めるような態度が生まれてしまうと、「内発性」を損なうことになる。
「答え」を提供する専門的支援は必要になり、これは利用しなければならない。しかしそれで
も「答え」提供型の支援に依存することのない組織、共同体をつくるために、OD モデルを基軸
とすることは方向性として妥当である。

64

第３章第５節参照
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第２節 バランスト・スコアカード構築支援プロジェクト
第４章第２節第 1 項において戦略経営の枠組みを考察し、ミッション・ビジョン・戦略の位置
づけ、戦略がなぜ必要であるか、戦略構築における手法、戦略を組織内外に浸透させることの重
要さと困難さを議論した。そして、OD の事例から、組織変革のプロセスの設計とその運営、さ
らにそこにある人間観、組織観の問題とこれの「内発的再生始動モデル」への適用を議論した。
本節の焦点は、主として戦略の浸透と実行の段階におけるものである。戦略構築におけるプロ
セスへの考察は前節第 5 項にて行ったが、この OD の Strategic Planning のような手法を用いて一
定の的確な全体戦略が構築されたのち、これを組織内にどう浸透させ、実行に移していくかの仕
組み、ツールをいかに作っていくかである。組織内に浸透させていく、とは、実際には、全体戦
略に基づいて、個別戦略、つまり、部門・地域に分かれたマネジメント・チームごとの個別戦略
をひとつずつ構築していくという作業が含まれることになる。
本節で取り上げるのは、バランスト・スコアカード（Balanced Scorecard、以下 BSC）である。
とりわけ BSC の原型を独自に進化させ「第三世代版」をつくり、クライアント企業に BSC の構
築支援のサービスを提供している英国 2GC 社の事例に焦点をあてる。
1. 戦略構築・戦略実行ツールとしての BSC
まず、BSC とはどのような背景で、どのような意図をもって生まれたものであるか、現在では
どのような位置づけがされており、どのような役立ちがあるものなのかなど、BSC の概要につい
て整理しておく。
BSC は、当初組織の競合優位性やパフォーマンスを将来にわたり高いレベルで維持していくう
えでは、
「知識、ケイパビリティ、従業員がつくる関係性」(Kaplan et al, 2002, p.3) といった組織
の無形資産に焦点を当てる必要があるという認識を出発点としている。Kaplan et al (2001, p.2) は、
「無形資産が競合優位性の源泉となっている今日の経済は、知識を基盤とする資産を説明するツ
ールが必要で、それがないために、企業は説明もつかない測定もできないものをマネージするこ
とに苦慮してきた」としている。これが BSC が作られた当初のきっかけであった。
Edvinsson et al. (1999, p. 6) によれば BSC とは「財務価値と非財務価値とを両立させる測定シス
テムである。BSC は典型的には 3 つから 6 つのフォーカス領域に区分され、各フォーカス領域に
は測定のための指標がある」
。
Kaplan et al（1999, p.184）は、BSC は「伝統的な財務情報の測定に無形資産である「顧客」
「業
務プロセス」
「学習と成長」の 3 つの視点を加えたものである」と説明している。
「財務」とこれ
ら 3 つの視点によって構成される BSC は、今日でも標準のものとして広く認識されているもので
ある（図 5-3 参照）
。それぞれの視点においては、達成すべき「目的」
、パフォーマンスを評価す
るための「測定」
、実行する「活動」がそれぞれ特定され明記される。
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図 5-3：バランスト・スコアカード

（出所）Kaplan, Robert, S and Norton, David, P (1999): ‘Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System’
p. 186 in Harvard Business Review on Measuring Corporate Performance

Kaplan et al (2001, p.3、1999, pp.210-211) は、BSC を初めて紹介した当初においては「BSC とは
測定のためのもので戦略についてのものとは認識していなかった」、そして「初期の BSC のコン
セプトをパフォーマンス測定システム向上のために採用したのであった」が「最近になって企業
が BSC の活用を統合された反復される戦略経営のシステムの基礎となるものとして取り入れてい
ることを見るようになってきた。具体的には次のようなことに活用されている」
；


戦略を明確化し、アップデートする



企業全体に戦略を浸透させる



戦略に部門や個人のゴールを整合させる



戦略的目標と長期的目標数値とを結び付ける



戦略的な取り組みを特定し全体戦略と整合させる



戦略を学習し、改善を加える目的での定期的な業績レビューを行う

としている。同じく Kaplan et al (1999, p. 211) は「BSC を活用することで、企業はマネジメント・
プロセスを調整し、組織全体を長期的な戦略を実行することに集中させることができるようにな
る」
、そして「BSC は戦略の実行をマネージするフレームワークを提供する、同時に企業が置かれ
ている競合環境、市場環境、テクノロジー環境に応じて戦略自身が進化していく」と説明してい
る。これが現実に可能になるのかどうかであるが、問題の本質とは、どのようにすれば BSC をこ
れだけの働きをするツールとして構築し、活用することができるのかである。
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一方、西山（2007、p.111-112）は、BSC の活用目的には「戦略的マネジメントシステムとして
の活用」
「業績管理システムとしての活用」
「IR 目的としての活用」に加えて「コミュニケーショ
ンのツールとしての活用」があることを指摘し、
「異なる企業文化、言語、業務経験、バックグラ
ウンドをもつ組織および人材の統合の際に BSC を目標の焦点を絞るツールとして活用したロック
ウォーター社の事例は、目標の組織内への浸透の中で、コミュニケーションのツールという意味
でも活用されたことを示している」としている。
これにつき、Olve et al (1999) の議論は西山（2007）の指摘を別のいい方で説明している。Olve
et al (1999, p 83) は「BSC のコンセプトそのものは戦略やビジョンに照らして成功をもたらすこと
を保証するものではない。BSC のコンセプトがもつ一番の強みとは、スコアカードを構築するプ
ロセスにある。このプロセスは自社の戦略とビジョンを具体的に表現するための効果的な方法に
なっている。そして、組織全体からスコアカード構築へのサポートを得ることができる。自身を
異なった視点、異なった時間軸から見直すことで自社のビジネスへの理解を深めることができる。
組織全体に共通の言語と議論のための軸が出来上がる。こうして従業員は自身のいる場所を全体
像から把握することができるようになる」としている。
実のところ、Olve 自身がスコアカード構築のプロセスを詳しくは描写していないため分かりづ
らいものとなっているが、ここでは、スコアカードが複数作られる状況を想定しておけばよい。
つまり、全社のものが一つあるほか、自社の各部署、各部門にそれぞれ一つずつスコアカードを
作成するということである。わが部署の BSC を作る時には、全社のスコアカードとともに、わが
部署と関連のある部署・部門のスコアカードの中身はどうなっているかに無関心ではいられない。
スコアカードの内容を決めていく際に、全社のもの、他の部署や部門と整合性のあるものを作ら
なければならない必要性に迫られたとき、部門間、部署間の交流が加速されるという現象が起こ
る。そこで、
「共通の言語と議論のための軸」が生まれるということが現実のものとなればこれは
大きな成果である。組織内において言語が統一されること、組織内で扱う様々な重要な用語につ
いての定義が組織内で統一されると、社内のコミュニケーションの品質が向上し、議論は短時間
で成果を上げることができる。自社のパフォーマンスを高める重要な基盤の一つである。
この点につき、Lawrie (2003、筆者によるインタビュー) の見解は次の通りである。
BSC は自社の戦略が何か、それについてのコンセンサスを形成するうえで役に立つ。
IT、財務、マーケティング、営業等の各部門の部門長に「あなたの部門の戦略とはなん
ですか」と問うとすぐにわかるのだが、たいていの場合は自身が直接関与している領域
のことしか関心がない。彼等は自身の任務からの視点で世界をみており、それぞれの部
門が集合した全社として何を為そうとしているかについて考え方を共有してはいない。
スコアカードを作ろうとするとき、通常まず為さなければならないことは、それぞれ
のマネジメント・チームが組織全体として達成しようとしているかについて合意すると
いうことだ。この合意形成は、スコアカード構築のプロセスの第一段階に位置すると考
えてよい。このコンセンサスがない限りは役に立つスコアカードを作ることはできない。
彼等はまず、全社戦略を確認し、これを合意しなければならない。
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西山（2007）
、Olve et al (1999) そして Lawrie (2003) はこのように、BSC にはコミュニケーショ
ンのツールとしての役割があり、これを構築するプロセスそのものにすでに利益・成果をもたら
す働きがあることを強調するのであるが、このような成果を生むことのできるプロセスとするた
めにはどうすれば良いのか、その方法論や技術とはどのようなものであるかを検討しなければな
らない。
2. 2GC 社と「第三世代バランスト・スコアカード」
ここからは、BSC 構築の方法論と技術につき、英国 2GC 社の事例を中心に検討する。2GC 社の
Managing Director である Gavin Lawrie 氏へのインタビューを実施した。2GC 社の概要は次の通り
である（2GC 社公式サイト http://www.2gc.co.uk/）
。
2GC は組織の戦略経営、戦略コントロールとパフォーマンス・マネジメント、パフォ
ーマンス65測定にフォーカスを充てたスペシャリストのコンサルタンシーである。2GC
のコンサルタントはバランスト・スコアカードを含むツールと技術を駆使してクライア
ントに改善をもたらす専門家である。
我々は企業と非営利組織の両方にパフォーマンス・マネジメントの取り組みを持ち込
む。我々は、戦略経営上の目的に活用される企業のパフォーマンス・マネジメント・シ
ステムをデザインし、実行し適用させることに関しての手法・方法論におけるリーダー
である。
仕事の多くは、バランスト・スコアカードを使用したパフォーマンス・マネジメント
のフレームワークとなっており、このマネジメント・ツールを理解し開発する、そして
改善していく前線に立っていることを自負している。2GC は、初期のバージョンよりも
使いやすさや実用性において著しい進化を遂げた「第三世代バランスト・スコアカード」
（3rd Generation Balanced Scorecard）を他に先立って適用した。
コンサルタントは、組織のリーダーともに次のようなプロジェクトに取り組む；


戦略的な選択肢の特定



組織のビジョンと戦略の構築



パフォーマンス・マネジメント・システムの開発



パフォーマンス・マネジメント・システムの実働部隊を含む組織への普及



パフォーマンス・マネジメント・システムのメンテナンス

2GC 社が自らの取り組みを説明する際に用いる概念としての「パフォーマンス・マネジメント」
の概念であるが、例えば、Armstrong (2000, pp.141, 142) によると、
「組織が将来にはこうありたい
というビジョンを実現することについての問題であり、そのためのメカニズムのことである。こ
れらメカニズムはミッション、価値観、戦略、目標と計画、行動、フィードバックと見直し作業
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本研究では、
「パフォーマンス」を「組織や個人の能力・実力の発揮状況」と定義する。
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によって構成されるものである」
（図 5-4）としている。
図 5-4：組織のパフォーマンス・マネジメント
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（出所）Armstrong (2000), Performance Management, Key strategies and practical guidelines, p.142

図 5-4 のように Armstrong (2000) が示したパフォーマンス・マネジメントのメカニズムである
が、ここからは、Strategies（戦略）を中心にしながら、ミッション、成功要因に基づいて戦略が
構築され、これの実践と、実践した結果をフィードバックし、これを見直したうえで戦略を今一
度改善していくといった循環構造が読み取れる。こうした循環の構造を維持していくことで、戦
略に基づいた「組織や個人の能力・実力の発揮状況」
（筆者による「パフォーマンス」の定義）が
持続的に向上していくということは理論上成立すると考えられる。このメカニズムの存在により、
組織全体が戦略を了解し、これを実行し、必要に応じて戦略に修正を加えていくという働きが生
成されていくであろう。
問題は、こうしたメカニズムをどうやって作るのか、その際に有効なツールとはどのようなも
のであるか、である。この問題について、以下 2GC 社の事例を中心に検討する。
3. 「第三世代バランスト・スコアカード」の構成と構築プロセス
この「第三世代バランスト・スコアカード」が旧来の BSC と何が異なっているのか、その進化
したというものの内容が何であるかを 2GC 社の説明文書（2009）66の記述を参考にしつつ、Lawrie
の説明（2003、筆者によるインタビュー）とともに整理しておきたい。
まず、
「第一世代」と呼ばれるものであるが、これは Kaplan & Norton によって考案された初期
のものであり、Edvinsson et al. (1999, p. 6) が述べているように「財務価値と非財務価値とを両立
させる測定システム」としての位置づけであった。伝統的には図 5-3 に示したように、
「財務」
「顧
客」
「業務プロセス」
「学習と成長」の 4 つの視点によって構成されている。
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’Performance Management & the 3rd Generation Balanced Scorecard’ http://www.2gc.co.uk/pdf/2GC-Pr-IBS-090317.pdf
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これが、Kaplan & Norton が後に認識するようになった通り、戦略実行のツールとして活用され
るケースが多く出てくるようになった。ここで構成要素として加わったものが「戦略マップ」
（Strategy Map）である。これは、4 つの視点それぞれにおいて特定される目標あるいは主要な活
動内容を相互に結び付けるモデルで、通常「学習と成長」の視点を基盤におき、自社のビジネス
を展開するうえでの組織全体として有している技術や能力、カルチャーなど源泉となる部分を特
定する、そしてそれが「業務プロセス」の改善につながり、
「顧客」に提供するサービスに反映さ
れ、結果として「財務」状況に結び付くというストーリーを明示するものである。Kaplan et al（2001、
p.67）はこれを「戦略仮説を明示するものであり、BSC のそれぞれの視点を原因と結果のロジッ
クで再構成し、望まれる結果へと結び付けるものである」と説明している。
これは 4 つの視点で構成される既存の BSC と併用させることで、組織全体において従業員が自
分たちが取り組んでいる仕事、活動が何のためにあるのか、どういう結果を導くためのものなの
かについて明快な理解を得るうえで有効に働くものである。ここまで、4 つの視点による BSC に
戦略マップを組み合わせたものを、2GC 社は「第二世代バランスト・スコアカード」と分類して
いる。
2GC 社が推進する「第三世代バランスト・スコアカード」は、この「戦略マップ」の代わりに
「Strategic Linkage Model」を適用させ、もう一つ「Destination Statement」を加えた 3 つの構成要
素からなるものとしている。
「戦略マップ」と Strategic Linkage Model は、その構成と役立ちに大
きな差はないが、後者はこの原因と結果のロジックを Activities-Outcomes の二つに集約し、複雑
性を回避してストーリーがより明快となるようにするとともに、4 つの視点に準じて作成しなけ
ればならないという制約を解くことでフレキシビリティをもたらすように配慮したものである。
「第三世代バランスト・スコアカード」が BSC の構成の仕方という点で特徴を見せているのは、
3 つ目の構成要素としての「Destination Statement」である。これについての Lawrie（2003、筆者
によるインタビュー）の説明は次の通りである。
Destination Statement とは、組織が未来のある時期にどんな姿をしているかを描写した
ステートメントだ。ページ数でいえば 1 ページの場合もあれば 3 ページの場合もある。
どのような見出しをつけることも可能である。絵や図をもって表現しても構わない。そ
れぞれの Destination Statement に記述される視点なり目標は、組織ごとに異なる。重要な
ことは、マネジメント・チーム自分たち自身のコンテクストと課題状況が一番よく表現
できると確信しているやり方で作られるということだ。Destination Statement はそのマネ
ジメント・チームのみに有効なもので、他のどのマネジメント・チームにも有効なもの
ではない
Destination Statement があることで、BSC をデザインするプロセスはより速くなり、容
易なものになると同時に、品質の高い BSC となって結果がでてくる。我々は、
「3 年後の
時点で、組織はどのような組織になっていますか？」という質問から始める。その議論
を助け、未来像を描きだすことを助け、1 日の時間を費やしてドキュメントとしてまと
めていく。我々はこのプロセスを助ける。我々は彼らが 3 年後に直面することになるも
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のについて何も知る由がない。彼らは彼ら自身によってつくり上げていく。そして、
「こ
れが将来の我々の向かっていく場所である」
、とコンセンサスに至る。
その次に彼らに会う時、例えば 2 週間後に、コンセンサスに至った内容が現時点でも
有効であることを確認したうえで、
「これが 3 年後の時点であるべき姿であるならば、こ
れを現実にするためにあなた方がやらなくてはならないことは何ですか」と問うことか
ら再開する。問うていることは、活動項目である。彼らが活動項目として特定するもの
は、
「到達点」
（destination）に至るために実践していくものである。
そこで、
「これがあなた方が実践していくことならば、それが意図した通りに実践され
ていることをどうやって測りますか」と続けて、彼らが測定基準を特定する。彼らは、
四半期ごとにここで定めた測定基準を活用して物事が進行しているかどうかについての
レビューを行うことになる。
こうして出来上がった BSC はそのマネジメント・チームにとって最適なマネジメン
ト・ツールになる。これは、そのマネジメント・チームにとってのみ有効なものである。
図 5-5：第三世代バランスト・スコアカード

（出所）’Performance Management & the 3rd Generation Balanced Scorecard’ http://www.2gc.co.uk/pdf/2GC-Pr-IBS-090317.pdf

以上の Lawrie の説明から明らかなように、Destination Statement とは、未来のある時点での組織
の未来像を示したものであり、それは「ビジョン」と表現してもよい。そして、BSC 作成の次の
段階、活動内容とその測定基準というコンテンツを作っていくプロセスのいわばお膳立て、舞台
設定を成立させるということである。
舞台設定が整うこと、つまり、何を実現させるために今作業をしているのかというものが具体
的に明示され合意されることで、共通の基盤、共通の言語を持つという状態が作り出され議論が
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迷走するリスクを抑えることができる、そのため、BSC のデザイン・プロセスのスピードを速め
ることができ、かつ、BSC に記述される活動目標一つ一つに意味づけがなされるため、スコアカ
ード全体の品質を高めるということは確かであろうと考えられる。
引き続き、BSC 構築（または「デザイン」）のプロセスと、自身の果たす役割にかかる 2GC 社
の考え方について Lawrie の説明を検討する。
我々は、極めてシンプルで分かりやすく透明性のあるデザイン・プロセスを使ってい
る（図 5-6 参照）
。どの組織に対しても、同じデザイン・プロセスを適用する。我々は（御
社は何を到達点にするべきか、活動項目が何であるべきかといった）スコアカードの具
体的なコンテンツを提言するようなことはしない。マネジメント・チームがこれを見出
していくプロセスを提供しているという立場だ。
スコアカード構築の過程において我々は二つのことに取り組む。
一つは、マネジメント・チームが自分たち自身のビジネスや、自分たちの進むべき道
について、すでに持っている理解を引き出すことである。そのうえで、マネジメント・
チームがこれから何を達成したいのか、達成するためにやらなければならないことは何
かについてのコンセンサスに至らしめる。
もう一つは、トレーニングである。これは、特別にトレーニングの時間を設けて行う
ものではないが、スコアカード構築のプロジェクトを通して、BSC とは何か、その働き
はどんなものか、BSC を作っていくときにはどんなプロセスを踏んでいくのかといった、
BSC の A to Z を理解し、体得してもらうように心掛ける。実際の BSC 構築のプロセスと
同時並行で行うものである。BSC が完成した時には、そこにある情報の内容に対する理
解はもとより、なぜそれらの情報がスコアカードに盛り込まれているか、これをどのよ
うにして作り上げたかを復習する場を設ける。
（BSC 構築の）プロジェクトが終わる、そしてマネジメント・チームがツールをもつ。
彼等はそのツールをよく理解している。自らの力量で、一定期間ごとにこれを見直し必
要な修正を加えつつ活用し続けてパフォーマンスを高いレベルで維持できるマネジメン
ト・チームに育てていくことが我々のゴールであると言える。
我々が注意を払っていることは、BSC 構築のプロセスにおいて、その内容一つ一つが
マネジメント・チーム自らが考えだし、彼らのなかでのコンセンサスを反映したものに
なっていることを確実にしておくことである。そのことによって、マネージャーが実践
していることが効果を発揮しているのかどうかについてのフィードバックが生きてくる
からである。ところが、パフォーマンス・マネジメントの領域で仕事をしているコンサ
ルタントの 8 割の人間が、コンサルタントの役割とは、コンサルタント自らがクライア
ントに何を為すべきかを説き、クライアントのためにスコアカードを作ってパフォーマ
ンスの測定基準を提示することだ、と信じている。
我々の場合は、executive coach としての役割を任じている。例えば、マネージャーが新
しい協調的な働き方ができるようになる、BSC に書かれている情報を活用する方法を学
ぶことを助ける。その中身を教えるということではない。
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我々の仕事は、彼らが共通の視野を得ることを確実にするところにある。いったん共
通の視野が出来上がれば次の段階へと進むことができ、彼らは効率よく BSC を作り上げ
る作業を継続することができる。彼ら自身がこれは「使える」と確信するツール、彼ら
自身にとっての「ベスト・プラクティス」をつくる手助けをすることだ。
もうひとつ我々が提供できることとは、完成までのスピードということである。我々
のケースでは 3 回から 5 回のミーティングで完成に至らせることができるが、
これは我々
が答えを承知しているからではなく、プロセスを効率よくする方法を承知しているから
である。クライアントは、一つのプロジェクトで多数のスコアカードを設計することの
できる我々の能力に対してお金を払うのだ。
多くのマネジメント・コンサルタントが、報告書と共に自身の専門性と自身が提供す
る答えを売っている一方で、我々のコンサルティングは報告書で終わるというものでは
ない。プロジェクトの成果物は、我々ではなくクライアント自身が作り上げたドキュメ
ントである。
図 5-6：2GC 社 BSC 構築のプロセス

（出所）’Performance Management & the 3rd Generation Balanced Scorecard’ http://www.2gc.co.uk/pdf/2GC-Pr-IBS-090317.pdf

第１節では、米国を中心に展開されている組織開発 Organization Development について、その根
底にある人間観と組織観、それに基づいてのコンサルティングにおける基本態度を考察した。こ
こまで確認できる 2GC 社がもっている人間観・組織観、コンサルティングの基本態度は、驚くほ
136

どに一致しているといえる、2GC 社のほうがむしろ OD の哲学となる部分をつきつめて妥協する
ことなく身を以て実践しているとさえ言えるほどである67。
両者において「プロセス」に自分たちの力量が試される、自分たちの専門性はいかに効果ある
プロセスを提供するかという点にあるという共通の態度が見いだせる。回答といえるものはクラ
イアント組織のなかにすでにあるという前提の置き方も共通である。また、OD においては変革
プロセスの後においても、次にクライアント組織自らが定期的に変革プロセスを実践できる能力
を身につけることに重きを置いているが、これも 2GC 社の姿勢と共通するものである。
ただし、プロセスの構成要素に違いがある。OD において最初に行われる Assessment and
Feedback は 2GC 社においては行われない。また、OD においては、Strategic Planning の後に BSC
に該当するようなツールを作る、これによって戦略がより実行されるための条件を整えるという
部分には積極的な関心が払われていない。ここから、OD のモデルと 2GC 社のモデルを組み合わ
せた変革プロセス設計の可能性が示唆される。
4. 個の尊重と戦略整合性の形成
通常、BSC は Kaplan & Norton が考案した 4 つの視点に準じたものとして理解され、また、活用
されている。これについて Olve et al (1999, p120, 121, 144) は、
「視点あるいはフォーカスについて、
その数あるいは内容の変更を考えることはごく自然なことではあるが、たいていの場合は Kaplan
& Norton が最初に考案した 4 つで充分である。BSC が本来もっている働きを発揮させるには、こ
の 4 つの視点とそのコンテンツに準じて行う方が賢明である」としている。変更を加えることで
さらに時間を有し、創意工夫をこらす必要が出てくる、そして出来上がったものの品質がかえっ
て低下するようなリスクを抑えるという観点で考えると、この議論は妥当と言える。
然しながら、2GC 社が支援する BSC 構築プロセスにおいては、自社の BSC、そして各部門・各
部署の BSC いずれにおいてもこも 4 つの視点には準じていない。これは、各社、各部門それぞれ
が有しているコンテクスト（
「個別コンテクスト」）はすべて異なるものであり、これを最大限尊
重しなければならないという 2GC 社の基本的理解がある。
これにつき、Lawrie（2003、筆者によるインタビュー）の説明である。
いかなる変革のためのプログラムにおいても、それが効力をもって適用され実行され
るのは、トップからのリーダーシップが不可欠である、それと同時に我々が強く信じる
ことは、BSC のようなプログラムが効力を発揮するには、個々の BSC について、個々の
マネジメント・チームがそれぞれ自分たちの固有の課題、固有のニーズを真に反映させ
たものであると実感できるようなやり方でなければならないということである。これは
「ローカル・オーナーシップ」を尊重するということである。もし、リーダーシップと
ローカル・オーナーシップのどちらがより重要かと問われれば、我々がローカル・オー

67 Lawrie についてこの点を指摘したところ、Lawrie 自身は OD についての知見を殆ど有しておらず、2GC は
OD からの影響によってこうしたコンサルティングの方法論に至ったものではない。しかしながら、どのような影
響をうけ、また経験を経てこの方法論、今日の 2GC 社のビジネス・モデルに至ったのかいまのところ明らかでは
ない。
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ナーシップの方をとるだろう。ローカル・オーナーシップが働かなければ、ツールは使
用されなくなってしまう。
こうして、ローカル・オーナーシップを重要視する考え方は、2GC 社の方法論、実践手法全体
に反映されている。前述の通り、2GC 社が支援したプロジェクトの結果として出てくる BSC の「視
点」あるいは「フォーカス」の設定の仕方は組織ごとに異なる、また組織内の（部門、部署、地
域事務所などの）チームごとに異なる。共通するのは 3 つの構成要素から成り立つということと、
同じデザイン・プロセスを踏むという事で、その中身は、それぞれのマネジメント・チームに固
有の課題状況とニーズを全面的に反映させたものになる。
このことも、外部者がやってきてスコアカードのコンテンツを書きあげてしまうという手法は
妥当ではないという 2GC 社の考えの根拠となっている。外部者は個々のマネジメント・チーム固
有の課題状況やニーズを理解できてはいない。従って、本来外部者が書けるはずはない。加えて、
外部者によってターゲットが提示された場合などには、そのターゲットに対するコミットメント
が希薄となり、やがてはツールが軽視され始めそして忘れ去られるという道をたどることになっ
てしまう。
ここまで、ローカル・オーナーシップを尊重することの重要性は確認できた。ここで問題にな
るのは、個々のマネジメント・チームがバラバラでは組織全体でのパフォーマンスの向上にはつ
ながらないということである。ローカル・オーナーシップを尊重しつつどのように全体適合性を
とるか、どのように個々のチームを組織戦略のもとに整合させていくのか、再び 2GC の事例を考
察する。Lawrie（2003、筆者によるインタビュー）は次のように説明する。
組織の階層順にみていく。まずは高いレベル（Top Level, 図 5-7 参照）
、取締役会ある
いは重役会のレベルである。彼らはほとんどの場合外部との関係性の課題に対処しなけ
ればならない。ゴールや目標として設定されるものは非常に大局的なもので、例えば「米
国政府との関係を良好に保つ」
「わが社の資金調達力を高める」「カギとなる 7 つのステ
ークホルダーとミッションを共有する」といったものである。このレベルのマネジメン
ト・チームは組織の実働部隊が日常的に日々対処する領域への影響をわずかにしか持っ
ていない。ここでは、予算や組織全体の構造、コミュニケーションをコントロールする
もので、彼らのためのスコアカードは「リーダーシップ・スコアカード」である。
次に 2 番目のレベル（Second Level）で、これは例えば広域事務所／IT 部、そして 3
番目のレベル（Third Level）
、これは例えば国事務所／PC メンテナンス課である。勿論、
国や地域、部門ごとに抱える課題状況やニーズは異なっており、それぞれの国や地域事
務所、当該部門はそれぞれが自力で処理しなければならない問題を抱えている。
組織はかくも多様性に富んだもので、規模の大きい組織では多くの地域・部門・部署
があるので、作るスコアカードの数もそれだけ多数になってくる。
最近、我々はこの国のある省とのプロジェクトを終えたばかりである。そこでは 44 の
スコアカードが出来上がった。個々のスコアカードはすべて同じデザイン・プロセスに
よって作成されたのであるが、個々にすべてが異なるスコアカードである。そこで、省
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のトップにこれらのスコアカードは相互に整合性があるのか問うてみると、間違いなく
「これらスコアカードは総体で同じ方向に向かっている。すべてがわが省のゴールを達
成するための助けになっている。すべてのスコアカードには我々が達成しようとしてい
る全体のゴールを背景にした一貫性がある」と答えるはずだ。彼らはこの点に大いに自
信をもっているが、その理由はこれだけの数のスコアカードをデザインするうえでとっ
た方法と手順である。
まず、組織全体のビジョンが共有され、すべてのマネジメント・チームが全体ビジョ
ンを自身のコンテストに合わせて置き換え、自身のビジョンとして（それぞれ、Destination
Statement として）特定する。トップは、マネジメント・チームが個々に特定したビジョ
ンを確認し、それに対して満足であることを確認する。次にトップが自分たちのスコア
カードをつくる。そして各マネジメント・チームがそれぞれのスコアカードをつくる。
再び、各マネジメント・チームのスコアカードをトップが精査し、そこで満足のいくも
のであることを確認する。この作業をひとつひとつ積み重ねていくことで、トップと各
部門、各部署の間で、戦略整合性（Strategic Alignment）をつくりあげることができる。
図 5-7：BSC と組織の戦略整合性

（出所）’Performance Management & the 3rd Generation Balanced Scorecard’ http://www.2gc.co.uk/pdf/2GC-Pr-IBS-090317.pdf

以上の Lawrie による 2GC 社のプロジェクト経験に基づく説明は、第 1 項で検討した Olve et al
(1999) の議論にも根拠を与えているものである。Olve et al (1999, p 83) の議論は「BSC のコンセ
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プトがもつ一番の強みとは、スコアカードを構築するプロセスにある。
（中略）組織全体に共通の
言語と議論のための軸が出来上がる。従業員は自身のいる場所を全体像から把握することができ
るようになる」というものであった。これは、組織が総体として戦略整合性をもつということで
ある。
Lawrie の説明は、これを実際にはどのように進めていくかについて説得力のあるものである。
その方法・手順とは実際のところ実に単純なものであるが、個々のマネジメント・チームが作成
するスコアカードにつき、その構築プロセスにおいて組織のトップが関与している、トップが他
人事ではなく、ひとつひとつの実働部隊を訪れ、その内容を吟味し全体戦略との整合性がとれて
いることを確認したうえで、スコアカードをひとつひとつ完成していくということである。
これは、BSC の強みは、その構築するプロセスにこそあるという Olve et al の議論を裏付けるも
のである。BSC プロジェクトの成果とは、出来上がったドキュメントや、ドキュメントの品質と
いうものだけで語られるものではないであろう。BSC 構築のプロジェクトが進行している間に、
トップと各マネジメント・チームとの間に議論が起こる。それは、コミュニケーションが成立す
る場である。個々のマネジメント・チームにとってみると、
「トップが我がチームの課題状況やパ
フォーマンスについて自分の問題のように考えている」という実感を得ることができる。トップ
としては、実働部隊を含む組織内の人々の能力、意欲、感情を理解して現場感覚を取り戻す機会
となる。
さらに、トップの「リーダーシップ・スコアカード」から始まり、全部門、全部署においても
スコアカードを構築する作業においては、部門間・部署間においてなんらか相互に知恵を出し合
うといった協働の場が生まれることも考えられる。少なくとも、途中経過で隣の部署はどんな作
業段階にあるかなとお互いに途中経過を報告し合うという交流も生まれるであろう。そして、各
部門、各部署のスコアカードが完成された後には、お互いにそれに従ってどのように実践してい
るか、進捗はどうかということの情報交換が生まれてくる。
こうして、トップと実働部隊との間、また実働部隊同士の心理的距離が縮まり、相互理解が深
まる。こうした効果は、文書などとして明示化される「知識」ではなく、組織の人間ひとりひと
りの心理的・感情的な深層に刻み込まれ、財産となるものである。実のところ、これこそが BSC
プロジェクトがもたらす最大の利益であるといえるかもしれない。
5. 「内発的再生始動モデル」の検証
5.1 ビジョンと戦略の策定・浸透
2GC 社の「第三世代バランスト・スコアカード」とそのプロジェクトについて特筆すべき点は
3 つに要約できる。
これら三つの点は、個人（事業主）が個々にもつビジョン、戦略を尊重しつつ、これらと地域
（共同体）のビジョンとを整合・両立させることを試みる「内発的地域再生」において応用的に
適用させることが妥当である。
一つ目に BSC のコミュニケーション・ツールとしての効力を充分に発揮させるプロセスとして
いることである。
二つ目に、鈴木、三品、黒須（2004、p.48）が指摘している戦略を構築することで発生しうる
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戦略が組織を縛り柔軟性を削ぐという負の影響を克服する仕組みとする工夫が凝らされている点
である。これは、Lawrie (2003) が一貫して強調する通り、ローカル・オーナーシップを尊重する、
つまり、全体戦略に対して部門ごとに独自の個別戦略を立てること、個々の「マネジメント・チ
ーム」がそれぞれ自身のものであることを納得したスコアカードの構築を行うということである。
そして三つめには、網羅的かつ具体的なビジョンを構成要素に加えていることである。
「Destination Statement」を加え、これについての合意形成という舞台設定を整えたうえで、スコ
アカード構築プロセスを通して組織全体の戦略整合性を形成することができるパッケージとなっ
ていることである。
BSC 構築における道標としての「Destination Statement」を構成要素に加えたことは、BSC にお
ける技術的進化を表すものとして捉えてよいと考えられる。これがプロジェクト全体に波及する
効果については第 3 項で議論した通りである。個々のマネジメント・チームが孤立することなく、
トップの関与、働きかけをもってスコアカードを完成させることで戦略整合性をもたらしている
ことと、また、トップから個々の実働部隊にいたるまでの感情的・心理的な一体感、相互理解が
促進される効果を生むことは第 4 項で指摘した通りである。
地域再生の到達点とは、地域が社会・経済・文化の発展の単位としての地位を回復するところ
にあるが、再生努力の出発点は目指すところと対比させるとその隔たりが大きく、地域の人々が
実感をもって描くことができるものではない。本研究では、最初にクリアする到達点（どこから
始めれば良いのか）が何であり、これに続きどのような到達点を段階的にクリアして目指すとこ
ろへ向かうのかという見通しをたてる、そのためのロードマップ、青写真が必要になることを確
認し、第１章第１節また第３章第４節で（段階的）到達点の提示を試みた。
2GC 社が「Destination Statement」を開発して BSC の構成要素としており、これによって続くプ
ロセスを遂行するうえでの舞台設定としている手法は、地域再生においても応用し適用すること
が望まれるであろう。
「Destination Statement」は、
「ビジョン」と言い換えることもできるが、それは本章冒頭で述べ
た通り、具体的であり、数値目標もあり、網羅的なものである。数行のステートメントで表せる
ものではない。一般的に「ビジョン」とは、理想とするものを概念的に表すことで良しとしてい
るケースが多く、その意味で、
「Destination Statement」という新たなフォーマットでより網羅的に、
より具体的に未来像を描きだす手法は「内発的地域再生始動」に導入できるものである。
5.2 実行体制
実行体制に関して 2GC 社の方法論・手法において特筆すべき点は二つある。
第一に、
「内発的地域再生モデル」には「地域再生サイクル」があるが、これを地域自らの手で
二巡目以降を展開できるようになって初めて持続成長の軌道になることになる。この点において
Lawrie (2003) が「
（BSC 構築の）プロジェクトが終わる、そしてマネジメント・チームがツール
をもつ。彼等はそのツールをよく理解している。自らの力量で、一定期間ごとにこれを見直し必
要な修正を加えつつ活用し続けてパフォーマンスを高いレベルで維持できるマネジメント・チー
ムに育てていくことが我々のゴールである」としているが、現実にこれが可能になることが「内
発的地域再生」における「持続成長段階」に入っていくための条件の一つとなる。
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第二に、
「内発的再生始動モデル」における「外部者」と「地域」の役割・機能の分担のあり方
と同様の考え方で実践されている。BSC 構築という作業を 2GC 社のコンサルタントは、OD と共
通しているが「ファシリテ―ション」の役割に徹している。
さて、2GC モデルにおける個々のマネジメント・チームがもつローカル・コンテクストを最大
限尊重し、かつ戦略整合性をもたらすという基本的な考え方について、これも地域再生において
根底におくべきことと考えられる。組織を対象に対してこの考え方が妥当である以上に、おそら
く地域再生においてはその妥当性・必要性がより際立っていると考えられる。
これは、地域再生において二通りの適応が可能である。
一つは、地域内の複数の「個」におけるローカル・コンテクストを尊重させつつ、
「個」同士に
おける地域内における戦略適合性を持たせることである。
もう一点は、複数の地域において、それぞれの地域のローカル・コンテクストを尊重させつつ、
地域同士の、より広域な地域における戦略適合性を持たせることである。
地域は組織とは異なり、管理機能、雇用主と従業員という関係、そして指揮命令系統が希薄で
あるか不在であり、個人的な利益や思惑を抑制する機能が脆弱である。組織はそれが総体として
ビジネスを展開しているが、地域は個人もしくは小集団の単位ごとにそれぞれのビジネスを展開
しているより複雑かつ多様なシステムである。それゆえに、地域が総体として再生していく際に
は、個人もしくは小集団のビジネスがそれぞれ独自の戦略をもち再生するとともに、総体として
の戦略をもって、これに個々のビジネスが戦略的に整合していくという枠組みが必要である。
これは組織の場合と共通の原理であるが、管理機能や指揮命令系統がないうえに現在総体とし
ての機能を著しく後退させ低下させているため、地域が総体としての戦略整合性をつくりあげる
ことは、組織における取り組みよりもはるかに困難となる。困難であるがゆえに、戦略整合性を
築くことの妥当性・必要性が際立ってくるのである。
この困難さを克服する上で、心理的な側面が無視できないことを考察した。それは、スコアカ
ード構築の際に、それぞれお互いに助け合いあるいは承認しあうというプロセスの中で、相互理
解が深まり、お互いがお互いを認識しあう、ともに共通の目標にむかっていることを自覚できる
関係へと発展できる点である。こうした心理的な一体感というものが困難に向かっていくときの
ひとつの重要な頼れる力の源になる可能性をもっている。

第３節 まとめ
本章においては、外部者・支援者の視点からの「内発的再生始動モデル」の検証を行ったが、
同モデルの「ビジョンと戦略」
、「実行体制」の設計についていずれもその妥当性を確認すること
ができたと考えられる。
内発性・個人の自発性を尊重することを根底に置きつつ、異なる個人、部門独自のコンテクス
トを尊重しつつこれと全体戦略との統合、整合性をもたらそうとするアプローチは、
「内発的再生
始動」と OD さらに BSC 構築に共通のものであった。
本章を通して得られた最大の示唆の一つは、内発的再生始動におけるコミュニケーションの重
要さである。戦略を浸透させるとは戦略を「コミュニケート」することでもある。その策定にお
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いても広くステークホルダーの意見を「コミュニケート」させることが重要である。OD におい
て展開される各種のワークショップはそのための場であり、BSC はそのためのツールである。
また、BSC は「内発的再生始動モデル」における「羅針盤ツール」をどう設計するかについて
示唆を与えている。特に 2GC 社が展開する進化版においてはそこにビジョンを網羅的・具体的に
明示するコンポーネントが準備されていることにより羅針盤としての機能が強化されている。
戦略策定によって生まれる戦略が組織を縛ることになりうるという負のインパクトを回避する
ための手法についても示唆をえることができた。これは BSC 構築の際に、個々のスコアカードに
おいて部門ごとの独自のビジョンと戦略を盛り込み、各部門が主体的な独立した存在となること
を推進することによって克服できるものと考えられる。
地域再生に用いる場合、必ずしも BSC の名称を用いる必要はないが、その概念を応用してツー
ルを設計して運用することは重要な促進要因になる。
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第６章

「内発的再生始動モデル」：国内再生事例による検証

本章では、第３章において設定した「内発的再生始動モデル」を「鹿児島県柳谷集落「やねだ
ん」
（第１節）
、
「香取市佐原地区」
（第２節）の事例をもとに検証する。
第１節 鹿児島県柳谷集落「やねだん」
1. 「やねだん」再生の取り組み 概要
「やねだん」とは、鹿児島県鹿屋（かぬや）市串良町にある柳谷集落のことで、同集落を地元
の人は愛称として「やねだん」と呼んでいる。畜産・農業中心の人口約 300 人の集落であり、人
口の 4 割が 65 歳以上、典型的な過疎高齢化の寂れゆく集落であった。
1996 年より、行政・補助金に頼らない村おこしを実践し、2006 年に農林水産省「ムラと自然の
再生賞」を受賞するなど多数の表彰を受け、2007 年には 3500 人の訪問者を受け入れている。
下記は、集落の取り組み成果の結果として、集落の人口と自主財源余剰金の推移である。
表 6-1：柳谷集落

人口と自主財源余剰金推移
柳谷集落自主財源余剰金

柳谷集落 人口推移
1998 年

325 人

1996 年：

1 万円

1999 年

321 人

1997 年：

5 万円

2000 年

319 人

1998 年：

27 万円

2001 年

311 人

1999 年：

23 万円

2002 年

305 人

2000 年：

46 万円

2003 年

296 人

2001 年：

78 万円

2004 年

292 人

2002 年：

122 万円

2005 年

291 人

2003 年：

275 万円

2006 年

285 人

2004 年：

399 万円

2007 年

301 人

2005 年：

498 万円

2008 年

314 人

（出所）南日本放送制作（2008）「やねだん ～人口 300 人 ボーナスが出る集落～」で公表されたデータをもとに筆者作成

「やねだん」プロジェクトは、1996 年、柳谷自治公民館長に慣例よりも 10 歳若い豊重哲郎氏
を選出したところから始まる。
プロジェクトの最初の成果は、1997 年の「わくわく運動遊園」の完成である。
集落の中心にあった荒れ放題のでんぷん工場跡地をどうするかが課題となった。業者に頼むだ
けの資金を有していない中、集落の大工、造園の経験者など総動員、資材、労力を集落あげて提
供し合い、半年間の工事・作業の末に完成、要した費用は 8 万円であった。
広さは 20 アール、ゲートボール兼多目的コート 2 面、藤棚、土盛りの野外舞台、丸太組みの「ふ
れ愛の館」（卓球場兼休憩所）がある。「山からの木材の切り出しから土地造成、建物建設まで集
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落の人々が資材と労力を出し合い」
（豊重（2004、p.39）
）完成した。
図 6-1：
「わくわく運動遊園」建設

（出所）豊重哲郎、2004、
『地域再生－行政に頼らない「むら」おこし』
、p.39

息の長い地域再生のため必要な自主財源を確保することが必要と自覚されたことをきっかけに、
新たな事業を立ち上げ、起業する動きが続いた。
豊重（2004、p.28）によると自主財源確保の方法としては、1. 戸数割り当ての拠出金 2. 金融
機関よりの借入金 3. 遊休地を借用した生産活動 の 3 通りがある。このうち選択されたのは「3.」
の生産活動である。1997 年、1 番目の事業として、暴風雨等の災害につよくまた苗購入の経費が
かからないという理由からさつまいもの生産が始まった。集落の「高校生クラブ」の高校生が担
い手に加わった。
この結果として 96 年には 1 万円であった集落の余剰金を 98 年に 27 万円まで押し上げた。この
とき、一人暮らしのお年寄りへ緊急警報装置の寄贈を実施することで還元している。2000 年に余
剰金は 46 万円となったが、これは集落の児童生徒の学習指導を行う「寺子屋」の立ち上げと運営
に還元されている。
1997 年、集落有線放送を使っての「母の日」「父の日」「敬老の日」の特別放送が開始される。
ここでは、故郷柳谷を離れて暮らす息子や娘から父、母に向けた感謝のメッセージを「高校生ク
ラブ」の高校生が代読し、これが集落全体に流されると言うものである。集落全体への有線放送
は朝 6 時半から毎日豊重によるトークで実施されている。
2002 年には、集落が開発したヒット商品「土着菌」（腐葉土に含まれる微生物を取り出して米
ぬかと黒砂糖を入れて発酵させたもの）が生まれる。好気性の菌で常時発酵し続け、家畜に食べ
させることで、糞尿のにおいが抑えられ、ハエが出ない。畜産の盛んな集落の悩みだった排泄物
のにおいが激減した。これは、農業の土壌改良にも効果があるものであった。これが評判を呼び、
同じ悩みをもつ集落からも注文が入るようになった。
その後、2002 年には「土着菌センター」、
「お宝歴史観」の建設、2004 年に「土着菌」による土
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壌改良で品質が向上したさつまいもを材料とした「焼酎やねだん」が開発されるとともに、
「柳谷
未来館」の建設（館内に手打ち蕎麦店開業）、2007 年にスーパー閉店あとの店舗スペースに「ギ
ャラリーやねだん」として活用開始（絵画、写真の展示、陶芸教室の開催など）、2007 年に集落
の老若男女が集って歩く「サンセット・ウォーク」の開始などの起業、プロジェクトが次々に展
開されていった。
「土着菌センター」
「お宝歴史観」
「柳谷未来館」などの施設は、
「わくわく運動遊園」と同様に、
補助金を得ることなく、集落の人々の手によりつくられたものである。
2005 年、自主財源の余剰金がついに 500 万円にまで達し、集落の人々にボーナスとして 1 万円
ずつが支給された。ボーナス袋には、「協働に感謝！

これからも感動の地域づくりにみんなで、

がんばろう！」と記され、80 歳以上の人には豊重の手書きメッセージが添えられた。
人口は 2007 年に増加に転じている。これは転入が 18 人、生まれた赤ちゃん 2 人、死亡 2 人の
結果である。県外で暮らしていたやねだん出身者のなかから U ターンを希望し家を柳谷に新築す
る家族が複数現れ、2008 年には 314 人にまで増加をしている。
2006 年には「迎賓館プロジェクト」が始動している。過疎高齢化する集落に共通の問題である
が、柳谷集落でも空き家が増えてきていた。これを資源ととらえた集落は人海戦術によって荒れ
た空き家を住める状態に修理回復させ「迎賓館」と名付け、そこに住む人を芸術家（集落は「ア
ーチスト」と呼んだ）に限定して公募にかけた。そして 2 カ月たった 2007 年 2 月、石川県から画
家 2 名、陶芸作家 1 名が移住してきた。その後 2009 年には「迎賓館」は 5 軒に増え、さらに 2 名
の芸術家（写真家、ガラス工芸家）が移住している。
2007 年に自主財源の余剰資金は 438 万円あり、豊重氏は再度ボーナス支給を提案したが、今度
は生きた福祉や皆で楽しむことに使おうと集落の人々が断った。高齢者が安全に歩行できるため
のシルバーカーをつくり寄贈、音楽会・芸術祭が開かれ、県内外のアーティストが集まりやねだ
んをテーマに作品を披露した。
柳谷集落の再生は以上のような推移で展開してきた。
人口約 300 人に過ぎない集落において、10 余年に過ぎない期間にこれだけ多くの取り組みが行
政からの支援・補助金なしで展開され、過疎化に歯止めがかかり人口が増加に転じるというとこ
ろまで到達したことは、他に類をみることのないものである。
その背景には何があるのか、次項以降で考察する。
2. 使命感をもった強力なリーダーシップ
柳谷集落の再生は、前述のように豊重哲郎が 1996 年、柳谷自治公民館長に選出されたところか
ら始まっている。再生の原動力はこの豊重のリーダーシップによるところが大きい。
豊重の経歴は、次の通りである（やねだん公式サイト、2012、http://www.yanedan.com/）
昭和 35 年

県立串良商業高等学校卒業。東京都民銀行入社。

昭和 46 年

U ターンして串良町上小原でうなぎ養殖を始める。

昭和 54 年

串良町上小原校区公民館長(～平成 9 年 3 月)

昭和 56 年

うなぎ専門店「うなぎの川豊」創業。
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昭和 60 年

民間主導型「串良やったる会」結成。

乎成 8 年

「うなぎの川豊」閉店と同時に、うなぎのエキス「ヘルプアイ本舗」を創設。
（「ヘルプアイ」は独白に開発した健康食品）
・むらづくり活性化アドバイザー（～平成 10 年 3 月）。
・柳谷自治公民館長就任（現在に至る）。

高校卒業後、家庭の事情で大学進学を諦め、東京の銀行に就職。しかし学歴社会の厚い壁を感
じ 29 歳で U ターンし、うなぎ養殖ならびに関連商品を製造販売する事業を興した。
集落の最長老、福ヶ崎春香（93 歳）
（2008）は「（館長が）豊重さんに代わってから（集落は）
ガラッと変わった。心を一致させるまで相当苦労もあったでしょう、豊重さんは」、と述べている。
豊重（2004、p.19-20）は、
「
『自分を心から愛し、他人を信頼できる』社会の復活のために、心
を鬼にして申し上げたいことがある。まず、集落の充実感あふれる活動に不可欠な、良きリーダ
ーが存在しているかということである。良きリーダーなくして、組織の活性化は絶対に有り得な
い。
」と再生においてリーダーシップが不可欠であることを強調したうえで、自らリーダーに不可
欠の要素を次のように述べている。
リーダーに不可欠の要素が一つある。それは「奉仕の心」が永遠であるということだ。
奉仕すなわちボランティアの語源はボランタリイであり、
「自ら進んで」とか「自ら志願
して」という意味である。
組織の長として忘れてならない要素が他にもある。
その一、役職をタイミングよく後継者に譲る勇気があるか。
その二、かねてから真剣に真心をもって後継者に心を寄せているか。
その三、名誉や物に対して無欲であるか。
その四、夢を託されるだけの創造力・企画力があるか。
その五、率先垂範、すなわち行動力があるか。
良きリーダーとは評論家ではなく、勇気と度胸が共存する、己の人生価値観が高い奉
仕者でなければならない。
これら豊重のリーダー観は、実のところ自らがそれを実践したという裏付けをもったもので、
自身の実体験、実績をもとに導き出されたものである。豊重（2004、p.19）は、
「私は柳谷自治公
民館長として過去八年間、
『楽しいむらづくり』の奉仕者の一人として精進してきた。地域のため
には最高のポリシーを持った良識あるリーダーとして自分を認めることをここに初めて記したい
のである。自分を誉めるのは、生まれて初めてである」と述べている。
「奉仕の心」であるが、これは豊重自らがまずは発揮し、それが集落全体に共有され発揮され
てきたことが証明している通りである。集落からは「お金をもらってする仕事には行かないけど、
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タダでする仕事にはみんな一生懸命参加するのよ」という言葉が出ている。
「奉仕の心」で成し遂
げることの充実感が集落全体に浸透し、これが柳谷再生の真髄であるといえる。
「その二」の後継者への心の寄せ方であるが、
「高校生クラブ」の高校生を再生活動の表舞台に
引っ張り出す（さつまいも生産、母の日・父の日・敬老の日の集落内放送など）、「寺子屋」を企
画するなど若い世代に早くから当事者意識をもたせつつその育成を推進している。
「その四」
、創造力・企画力であるが、過去に次々に企画・実践されてきたプロジェクト、起業
の事例をみれば明らかである（著書の記述から豊重自らの発案によるところが多いことがうかが
える）。ただ、いずれの起業、プロジェクトも集落の総力を結集していくものである。起業の案、
プロジェクト案自体が単独でいくら優れていても集落全体がその実践に向かっていくわけではな
い。豊重の発案ならばついていくというその理由は、「その五」によるところがある。
「その五」
、豊重は常に自ら行動、率先垂範を貫いてきた。集落の人々は「館長が私利私欲を捨
てて、自分から積極的にがんばってくださったもんだからね、みんなそれを見習って。
」、
「そんな
姿を見れば、出ていかんわけにはいかんやったもん。」、
「館長が自分から汗をかいて仕事をするか
ら、みんながついてきたんです。
」などと述べている。
このように発揮されるリーダーシップの根底には使命感がある。次の豊重のコメント（2008）
から読み取ることができる。
「村おこしか、ああ、他人ごとだ、ああ、奉仕活動か、ああ、家内に任せとけばいいや、
こういう人たちがどこにもいますよね。その人たちに命令形を使わないで、感動を与え
て、仲間意識に底上げできたら、もう成功したもいっしょ。
『ないごっかよ（なんだよ）！』
て言う親父もおりますから、その親父に土下座してでも俺『絶対わかってくれる』って
いう使命感で対応したこともありましよね。その方たちがね、いも植えに出てくるよね。
涙しないわけにいかないよね。
」
この、
「その方たちがね」と回想するところで、声を詰まらせ、涙があふれる。同調しなかった
人が仲間に入ってくれた時に感じた嬉しさがいかに大きかったかがわかる。豊重自身の使命感に
共鳴する者が現れた瞬間のことである。
1997 年に「わくわく運動遊園」が完成した際に豊重はこんな決心をしたと述べている（2004、
p.41）
。自らのビジョンはここにあるという自己認識である。
私の決心はこうだった。行政の補助金に頼らず一カ年に百万円事業、十カ年で一千万円
事業で後継者にバトンタッチ。密かに決めていたテーマは、生きた福祉と感動の地域お
こしであった。
「行政の補助金に頼らない」とは生産活動であった。
3. 「自立自興」と「感動」のむらづくり
豊重は「自立自興」の概念のもと「感動」を生み出すことを重視し実践を重ねてきた。豊重（2004、
p.12）次のように述べる。
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まず、人を動かすことである。人という貴重な財産を動かすのは感動しかない。補助
金漬けで国や町の行政に頼りきりでは、集落の力を削ぐだけで集落も人も育たない。
（中
略）
風が木を動かすように、人は体中から湧きたつ鳥肌の立つほどうれしい涙の感動によ
って、優しい心の感謝として地域の一員であることに目覚め、社会奉仕への一歩を踏み
出す。それが「自立自興」である。
補助金に頼らないで、自力での再生を目指すという信念は豊重自身のものであったが、やがて
集落全体の信念となっていった。
豊重（2008）は「財源を外に、特に補助金に頼っていたんでは感動もありません。人の企画能
力を発揮する場所もなくなる」と述べる。豊重（2004、p.114）は、「補助金に頼らない訳」を次
のように説明している。
青写真をもとに業をなすことはトンネル事業で、感動も知恵もなく、人間ひとりひと
りのアイデアの出番もない。これでは人は育たない。
自ら知恵を出し、考え、試行錯誤するこの現実の中に出番が生まれ、やる気を誘発し、
一人の人の存在感を認め合いながら、己の人生観を高め、いつの間にか感動の頂点にた
どりつく。これこそが人間その人の価値観の高い活動の第一歩である。考え、汗し、充
実感のあるボランティアは、値千金の出番をくれてありがとうの真の感謝である。感動
と感謝こそが純粋な人造りの源に他ならない
補助金とは、長年の実績を元にした証明書のようなものでなければならない。すなわ
ち実績を認め、この見本を世間に広め、価値ある活動の評価に対するご苦労様の慰労金
と思えばいい。万人が認める活動補助、これが本来の補助である。補助金に「おんぶに
だっこ」では人も地域も育たない。
豊重の「補助金に頼らない訳」は、単に補助金頼みの態度はやがて依存体質をつくりだすから
自立のためには補助金に頼ってばかりではいけないという構図を超えている。補助金に頼らない
道は集落住民一人一人を再生の主役とし、感動をつくり分かち合う主体とする機会をつくる積極
的な選択肢であると捉えていることが読み取れる。補助金に頼っていては感動が生まれないから
補助金には頼らないのだということである。
柳谷集落再生の歴史のなかで、最初の決定的な感動体験は、1997 年の「わくわく運動遊園」の
完成であると考えられる。このプロジェクトは前述の通り集落の大工、造園の経験者など総動員、
資材、労力を集落あげて提供し合い、要した費用 8 万円で半年間の工事・作業の末に完成したも
のである。豊重（2004、p.41）は「私のもう一つの目標は、全員で立ち向かう時に生まれる結束
力と、達成した時の感動の共有であった。落成式のとき私は感動して涙が出た。そして、柳谷は
絶対に大きく前進できると。この時に実感した」と述べている。
人口約 300 人、人口の 4 割が 65 歳以上の典型的な過疎高齢化の寂れゆく集落であった柳谷。そ
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の集落の人々が総力を結集し、荒れ放題の土地を 8 万円の経費で 20 アール、ゲートボール兼多目
的コート 2 面、藤棚、土盛りの野外舞台、丸太組みの「ふれ愛の館」
（卓球場兼休憩所）からなる
運動遊園にしてしまったのである。
そこにあった感動とは、常識を覆して不可能と思われることを本当にやってのけたということ、
集落皆が団結し奉仕の心で一致できたということ、そしてこれからもこれに続いてできることを
自分たちの力でやっていこうという気持ちが生まれ、そしてそれができるという手応え・自信を
得た、そういうものであったと思われる。豊重がいう「体中から湧きたつ鳥肌の立つほど嬉しい
涙の感動」と形容できるような感動がそこにあったと考えられる。
集落の吉留秋雄（2008）は、
「ここ（現場）を通るたびに、やはり嬉しかった。今度はあそこを
ああすればいい、ここをこうすればいい、みんながそういう発想になってきた」と振り返る。ま
た別の集落民（2008 年）は「お金をもらってする仕事には行かないけど、タダでする仕事にはみ
んな一生懸命参加するのよ」とも述べている。一つの感動を伴う成功体験を集落全体で体験する
ことにより、住民のマインドセットが根本的に変わることを示している。
豊重は、感動こそが再生の原動力という信念のもと、感動の場面づくりに創意工夫を凝らす。
集落内の有線放送の母の日・父の日・敬老の日の特別放送もそのひとつである。ここで親子の
絆とともに、それを共有する集落民同士で絆の実感が共有される。
迎賓館プロジェクトで芸術家を招いた動機は「地域再生の基本は営々と文化向上なんです。若
い人にもエネルギー、老いたる人にももう一回文化の感動と学びをこの空き家で味わってもらい
たいから」
（豊重、2008）であった。迎賓館に住む芸術家は、画家、陶芸家、写真家、ガラス工芸
作家であるが、ギャラリーがオープンする、集落住民の肖像画を描く、陶芸教室が開かれる、集
落住民の写真展が開かれるなどの活動それぞれが文化の感動と学びの場となってきた。
ボーナス支給の際、袋には「ボーナス金 10,000 円也「協働に感謝！ これからも感動の地域づ
くりにみんなで、がんばろう！」と書かれ、80 歳以上の人には豊重の手書きメッセージを添える
など、集落住民の奉仕、功労を認め感謝する場面をつくっている。このとき豊重（2008）は「も
っとこれから勢いがつく、地域再生に向かって、自分たちのことは自分たちでできると自信に勢
いがつくでしょうね」と語っている。
4. 地域資源を活かした生産と自主財源の確保
前述の通り、豊重（2004、p.41）は「
『行政に頼らない』とは生産活動」のことであると語って
いるが、これは財源確保の重要性が自覚されていたからである。豊重（2004、p.135）は次のよう
に述べている。
もうひとつの影の主役、それは「財力」＝金である。
高齢者 34％の我が集落の 10 年後は 47％に達し、自治公民館活動の活性化どころか、維
持さえ不安視されているのである。その不安を一掃するには、財源確保しかない。生産
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活動「今が旬」の目的活動参加の夢ある終着は、いつかは「わが身に貢献」
、そのことで
ある。だから先手必勝、生産意欲を共有し、蓄財することである。
1997 年以降、従来からあった畜産・農業に加えて、次の生産活動が新たに始まった。
1997 年にさつまいも、2002 年に「土着菌」
、2004 年に「焼酎やねだん」の生産・販売、そして
「柳谷未来館」内の手打ち蕎麦店の開業である。
図 6-2：
「やねだん」の自主財源

柳谷集落

P1

P2

P3

自主財源

P：個別プロジェクト
（
「生産活動」
）
：
「生産活動」への投資と
「生産活動」からのリターン

P4

P5
公共利益

：
公共利益への還元
（出所）筆者作成

本節第１項にてすでに言及したとおり、やねだんの再生においては、当初より自主財源の確保
と運用を自ら行うということが基軸になっている。財源の確保において、様々方法はあるが、豊
重以下集落が選んだ道は「生産活動」であり、ここからの収益をもって財源化していくというも
のであった。
図 6-2 はやねだんの自主財源の仕組みを表したものである。表 6-2 は、やねだんで展開されてき
た収益源ともなっている「個別プロジェクト（生産活動）
」と「公共利益への還元」の一覧である。
やねだんが集落として行った生産活動から得た収益を、集落としての公共利益に還元するという
サイクルとなっている。
ここから明確であることは、やねだんの再生に向けての取り組みは、すべてこの自主財源の仕
組みがあって初めて成り立っているということである。
そして公共利益への還元として取り組まれた個々の事業は、そのほとんどが集落内の人々の精
神的な絆を結び直すことに活かされている。ボーナス支給は一口一万円という額でありながらそ
こに努力を賞賛しあう場をつくり、迎賓館プロジェクトでは集落に新たに住み着く人々（芸術家）
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を招きさらに集落を活気付けることに成功している。
こうした公共利益への還元によって、集落の人々はさらに我が集落への愛着を増すことになり、
豊重の言う「奉仕の精神」を高めて集落の事業の貢献に活動をするという循環ができているので
ある。
表 6-2：
「やねだん」の生産活動と公共利益への還元
【生産活動】
1997： 暴風雨等の災害につよくまた苗購入の経費がかからないさつまいもの生産
2002： ヒット商品「土着菌」
（腐葉土に含まれる微生物を取り出して米ぬかと黒砂糖を入れて発
酵させたもの）の開発
2004： 「焼酎やねだん」の発売開始
2004： 「柳谷未来館」の建設（館内に手打ち蕎麦店開業）
【公共利益への還元】
1997：
「わくわく運動遊園」の建設
1998： 一人暮らしのお年寄りへ緊急警報装置の寄贈
2000： 児童生徒の学習指導を行う「寺子屋」の立ち上げと運営
1997： 集落有線放送を使っての「母の日」
「父の日」
「敬老の日」の特別放送
2002： 「土着菌センター」
、
「お宝歴史観」の建設
2005： ボーナス支給（一人 1 万円）
2006： 迎賓館プロジェクト
2007： スーパー閉店あとの店舗スペースに「ギャラリーやねだん」オープン
2007： 音楽会・芸術祭
（出所）筆者作成

ここで「公共利益への還元」に挙げられた個々の事業は、やねだんの自主財源の「余剰金」額
から考えると、常識的にはまかなえるようなものではないが、既に見てきたように、実はここで
集落をあげて奉仕の活動でやり遂げてしまうため、建設、実施、運営にかかるコストは想像を超
えて低く抑えられている。例えば「わくわく運動遊園」はすでに見たとおり、広さは 20 アール、
ゲートボール兼多目的コート 2 面、藤棚、土盛りの野外舞台、丸太組みの「ふれ愛の館」
（卓球場
兼休憩所）があるものであるが、大工、造園の経験者など総動員、資材、労力を集落あげて提供
し合い、半年間の工事・作業の末に完成、要した費用は 8 万円であった。
これら生産活動、公共利益のための事業について、集落の共同事業となっている点が際立った
特色である。それぞれのビジネスにそれぞれ別個に特定の個人がオーナーシップをとっているも
のではないため、生産活動から得られた収益も特定の個人のものではなく、集落の自主財源とす
ることになっている。
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やねだんでは、組織上は「柳谷自治公民館」が住民組織となっており、豊重がその館長を務め
ているが、現在では集落全体が一体化した共同体であり、この共同体に経営力が備わっていると
みることができる。
これを可能にしている原動力となるものは本節第 2 項、第 3 項で見た通り、豊重の強い使命感
とこれに基づく卓越したリーダーシップとビジネス感覚、そして「感動」することの積み重ねに
よって集落全体に共有され浸透している意欲、奉仕の精神といえる。
5. 「内発的再生始動モデル」の検証
鹿児島県柳谷集落「やねだん」は内発的再生始動モデルにおける「持続成長段階」に入ってい
る。少子高齢化の進む過疎の村であった同集落は、1996 年以来の再生努力が実を結び、若年層の
移住を呼び込み人口増加に転じている。
自主財源の仕組みを中軸にして集落は共同体化され、経営（力を）備えるに至っている。
課題は次世代への継承である。豊重に続く卓越したリーダーの出現が待たれる。
また、現在のやねだんは強く根付いた奉仕の精神に依っており、その主たる実践者は高齢者で
ある。集落で起業した一連のビジネスを、若い世代が適正な収入が得られるだけの収益性あるも
のへと成長させなければならなくなる。
以下、
「内発的再生始動モデル」68の構成に従ってやねだんの再生努力を検証するとともに、同
モデルへの示唆となるものを導出する。
5.1 ビジョンと戦略の策定・浸透
明確に文書化されたものとしての戦略は策定されてはいない。しかしながら、ここまでの再生
の軌跡は戦略的に展開されてきた。
自主財源をもつこと、これを成長させること、そのために収益性ある事業を立ち上げること、
奉仕の精神を喚起して集落総出の体制を基盤とすること、自主財源の余剰分を公共利益と表彰に
当て人々の地域への愛着と奉仕の精神を高めること、こうした一連の取り組みは戦略的に組み合
わさっている。
ただし、これを豊重が「戦略」に基づいてやってきたことと表現するかどうかは別問題ではあ
る。さらに、次に向かう到達点がどこにあり、いかにそれを実現するかを豊重が集落内で意識的
に浸透させているのかも定かではない。
しかしながら、人口 300 人の集落内での現在のコミュニケーションは活発である。そこで、豊
重を中心として日常的に交わされるコミュニケーションの中で自然発生的なかたちでビジョンと
戦略の浸透が図られ、人々の意識と行動がこれに一致することになっていると考えられる。
5.2 自主財源
やねだんの再生を成し遂げた根本の構造として、自主財源の仕組みがあることは前項で整理し

68
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た通りである。やねだんは地域再生において自主財源をもち、これを軸に地域を共同体化し、地
域が経営力を備えてくというモデルの先進的な事例であるといえる。
やねだんにおける自主財源においてはすでに【財務サイクル】69の二巡目以降に進んで 10 年以
上が経過している。事業を開始するときの投資と、事業から得られた営業利益を留保分として戻
す循環が成立しており、余剰金残額が増加し続けており新たにより大きな事業立ち上げが可能と
なる状況が生まれている。
では他の地域において、やねだんに続いてわが町、わが村でも「自主財源」を設立しようとし
ても、即座にこれを実行することはできない。やねだんのケースで自主財源が成長軌道に乗って
いることには、特殊な背景があることを理解しておかなければならない。
一つめに、事業立ち上げにかかる経費は極限まで低く抑えられていることである。わくわく運
動公園の完成までに要した経費が 8 万円であったことを好例としている。その後の「土着菌セン
ター」
、
「柳谷未来館」
、
「お宝歴史館」
、
「迎賓館」などの施設建設に必要な資源はずべて集落内か
ら調達しており、建設に要した経費は常識を超えた低い水準となっているはずである。
集落民が「お金をもらう仕事には人は集まらないが、お金をもらわない仕事には人が集まって
くる」と発言するなど、奉仕の精神が強く根付いたやねだんにおいては、人件費というコストが
常識では考えられない低さに抑えられている。
従って、支出もやはり常識外の低さで推移するため、余剰金が蓄えられていくことを見逃すわ
けないはいかないのである。
二つ目に、卓越した起業力、企画力の存在である。これは豊重が自身のビジネスを実際に起業
しており、その経験が生きていると考えられる。初期において自主財源の原資は新たな作物の生
産活動によって調達された。そしてその後も新しい製品、商品、サービスの開発が続いたが、こ
れは集落に収益性あるビジネスの企画力が備わっていたからである。
これら二つの条件があって初めて自主財源は成長軌道に乗ったということを認識しておかなけ
ればならない。
と同時に、しかるべき条件を整えたならば、自主財源は原資ゼロの状態からで外部からの支援
を得ずとも始めることができることをやねだんは証明している。
原資の獲得において支援をえる、借り入れをすることの可能性を否定するものではないが、再
生始動の開始段階から依存あるいは支配従属関係が形成されることを回避することが推奨される
ことは間違いない。一旦形成され、また構造化した依存・支配従属関係を克服することは困難な
課題であるからである。
5.3 実行体制
まず、第一にリーダーとしての豊重の存在である。豊重は前述のとおり U ターン者であり、外
部者としての役割を同時に果たすことのできる素養をもっていた。さらに、自らが起業家である
ことも集落における新しいビジネスの立ち上げにつながっている。
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羅針盤としてのツールは不在であるが不要である。豊重の存在そのものが羅針盤の機能を発揮
していると考えて良いであろう。集落内でコミュニケーションを十分に果たしていればよい。
【実行サイクル】70については、計画立案あるいは評価の段階で企画書や報告書として文書にま
とめているかは重要ではなく、このプロセスを踏んでいるかどうかである。これについては、最
初の生産活動であった 1996 年開始の集落の共同事業としてのさつまいもの生産とここから得た
収益による自主財源の確立、また同じく初期の共同事業であった「わくわく運動遊園」の完成を
もってサイクルの第一巡を終えている。
これらの経験を集落全体で共有し、手応えを感じて新しい共同事業に向かっていったのは、
「評
価」の結果、次も同じ方式でできるという結論を得たからにほかならない。評価の手順は踏まれ
ていると見ることができる。
また、年間数千人に及ぶ訪問者に対して、あるいは招聘されての豊重の講演活動、マスメディ
アなどを通じて、
「報告・開示」の手順が踏まれている。この活動により、新たな協業者の関与を
獲得することができている71。
5.4 まとめ
以上の議論を踏まえると、自主財源をもち成長させることを基軸にすることが再生において有
効であり、不可欠でもあることが明確となった。
また、コミュニケーションの重要さが浮き彫りになった。ビジョンと戦略の策定と浸透、ある
いは計画立案や評価において、必ずしも文書化されたものを準備することは必要ではない。やね
だんでは、これは日常のコミュニケーションの積み重ねにおいてなされていると考えられる。
これが可能であるのは、人口 300 人という規模での展開であることが大きい。この条件におい
ては日常のコミュニケーションの積み重ねによって、地域の目標と個人の目標とを統合すること
が可能となる。
以上の議論に加えて「何もない」ところからの出発と「何もない」ゆえに地域資源を今一度見
直し、これを育てていく態度が生まれることを以下のとおり確認しておきたい。
地域資源とは、何にもましてその第一は人である。人々の自発的な取り組みを動員することで
地域の内発的再生が成り立つ。
やねだんが再生に向けて動き出した時点では、観光資源、特産品など何もない典型的な寂れゆ
く過疎の村であった。実は、この「何もない」からこそ、自分たちの今持っている力を掘り起こ
し、これを発揮していくしかないという意識に火が付いたということが考えられる。
「それなりに」特産品もあるし、
「それなりに」観光客も来ている、という状況では危機感がわ
かず、人の意識が変容に向かうことが難しい。
70

「計画立案」⇒「実施」⇒「評価」⇒「報告・開示」
。
やねだんの活動は韓国のテレビでも紹介された。これに共感した韓国企業が 2009 年、大邱市に「居酒屋やねだ
ん」を開き、このオリジナル焼酎を店のお薦めメニューにしている。年間で焼酎の売上は 400 万円にのぼって
いる（豊重談（2012）
：筆者による電話インタビュー）
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やねだんの場合、
「何もない」からこそ人を含む地域資源に頼り、地域資源を育てていく方向を
とった。
柳谷における再生の戦略は、生産活動に力点をおくことであり、地域資源を活かした新しい商
品の開発、製造と販売を行っている。
「迎賓館」プロジェクトにみられるように、放置しておけば
やがて誰に使用されることもなく朽ちることになる家屋も資源として活用した。そして、
「わくわ
く運動遊園」に始まる様々な建設、造成の活動においては、集落の人間のもつ技術、能力を余す
ところなく発揮させることに成功しているといえる。
柳谷集落における地域資源は、隅々まで無駄にされることなく活用されていると考えられる。
これにとどまらず、芸術家を呼びこんでの一連の活動は、新たに地域資源を補強する活動を展開
していることを示している。
やねだんは、地域の内発性を重視するアプローチを貫いているといえる。それは、誰よりもま
ずリーダーの豊重自身が実践における根底に置いていた。先に引用したこの言葉（豊重、2008）
は重いものがある。
「村おこしか、ああ、他人ごとだ、ああ、奉仕活動か、ああ、家内に任せとけばいいや、
こういう人たちがどこにもいますよね。その人たちに命令形を使わないで、感動を与えて、
仲間意識に底上げできたら、もう成功したもいっしょ。
」
命令形を使わずに、人が心の底から湧いてくる動機を喚起する、そして、奉仕の精神で事業を
担っていくとは、人の内発性とともに、人材という（地域）資源を最大限まで活用できていると
いうことである。
「風が木を動かすように、人は体中から湧きたつ鳥肌の立つほどうれしい涙の感
動によって、優しい心の感謝として地域の一員であることに目覚め、社会奉仕への一歩を踏み出
す」
（豊重 2004、p.12）という信念、哲学が根底にある。
感動を与えること、つくること、自らが率先して動くことによって、社会奉仕に喜んで取り組
む人々を一人また一人と増やしていくことができるという信念をもち、その通りの実績を重ねて
きたのである。
以上の議論を踏まえ、「内発的再生始動モデル」の構成に従ったやねだんの再生努力の検証と、
同モデルへの示唆となるものを表 6-3 に整理する。
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表 6-3：鹿児島県柳谷集落「やねだん」（内発的再生始動モデルの検証）
再生段階

持続成長段階
若年層の移住により少子高齢化・過疎化の進行に歯止め。

将来への課題と

豊重のリーダーシップ、求心力・企画力・経営力・発信力が非
常に強くこれに依存。豊重に続く新しいリーダーの育成が課
題。
○：これまでの再生活動は戦略的に実践されてきた。戦略文書
は不在。
○：豊重を中心とする集落の人々の間で交わされる日常のコミ
ュニケーションによって戦略の浸透が図られ、個々の行動がこ
れと整合している。
◎：1996 年に設立。現在は余剰金 500 万円。事業への投資とと
もに、公共利益に活用。

現況

リスク
現況
ビジョン
と戦略

浸透・
戦略整合性
現況

自主財源

◎：集落が合同で興す事業への投資、そこからの収益により成
長。公共利益にも活用。
自主財源の成長は、奉仕の精神に基づく住民参加とビジネスの
企画力に依る。
◎：人口 300 人の規模、集落民全体が合同で再生に取り組む体
現況
制。
豊重は U ターン者であり、外部者としての役割を同時に果たし
実行体制
てきた。
羅針盤（ツール） ○：ツールは不在であるが不要。一体化した集落は戦略的に方
向づけられている。
◎：豊重による発信（著作・講演等）により「報告・開示」ま
実行サイクル
で展開。これにより新たな協業者の関与を獲得。
 自主財源をもちこれを成長させることが再生における基軸
となる。
内発的再生始動
 一集落単位であれば、地域の目標と個人の目標を日常のコ
モデルへの示唆
ミュニケーションによって統合できる。
 「何もない」ことが再生の出発点。人を中心とした地域資
源の徹底した掘り起こしと活用。
財務サイクル

注：

◎：持続成長段階での稼働状況に至っている
△：再生始動開始段階 ×：未着手／不在
（出所）筆者作成

○：再生始動が完了した段階での稼働状況
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第２節 香取市佐原地区
第３章第１節において、香取市佐原地区が江戸時代から明治、大正時代をへて昭和 50 年代まで
の間、環境の変化に対応しつつ繁栄を維持してきたものの、平成に入り駅前に出店していた 3 つ
の大型百貨店の廃業とともに、中心市街地全体の空洞化と衰退が現代に至り進行していることを
確認した。
空洞化、衰退の原因を百貨店の進出と撤退のみに求められるわけはなく、そこにはモータリゼ
ーションの進行、郊外型大型店の進出などの要因が加わってのことである。
本節では佐原地区の再生への取り組み事例として、歴史的町並み保存活動を推進する NPO 法人
（
「小野川と佐原の町並みを考える会」）の活動と、中心市街地商店街の再生をミッションとする
まちおこし会社（
「ゼットやっぺい社」
）の活動を取り上げる。
佐原における町並み保存の活動は 20 年の年月にわたって展開されてきた。幾世紀にもわたって
続いてきた伝統的様式の建築による建物によって形成される町並みの再生を成し遂げ、国より「重
要伝統的建造物群保存地区」の指定を受け、観光資源としての価値をもつようになった。町並み
保存の活動は地区内の合意取り付けなどにおいて人々の意識変革を促す努力を行ってきたが、こ
れは文化に基盤をおく地域資源を活用した景観72インフラ形成の努力であり、現在も進行している。
これにより地区への入り込みは年間で推定 50 万人前後で推移するようになった。
一方の「ゼットやっペい社」の取り組みは、景観インフラ整備が一定の成果を上げた佐原の町
が実際に「儲かる町」になること、町全体が内発的な再生軌道に乗ることを目指している。人材
育成の取り組みを進行しつつ、商店会を組織化すること、行政と提携し資金調達から経営ノウハ
ウまで面倒みることができる力をつけるべく自社の基盤づくりを行っている。
これらの活動を中心にして佐原地区の再生へのこれまでの試みを内発的再生始動モデルの構成
に従って検証するとともに、モデルへの示唆を導出する。
1. 佐原地区概況
1.1 地区の商店会：分布と店舗数
基本データとして、佐原地区、中心市街地における商店会の分布と、それぞれの商店会に属す
る商店数を整理しておきたい。
現在、佐原には 11 の商店会があり、これら全体で「佐原商店会連合会」を形成、佐原商工会議
所内に事務局を置いている。各商店会と加盟商店数は次に表 6-4 に示すとおりである。また、地
区における地理的分布は図 6-3 に示す通りである。
第３章第１節第 2 項にて参照したデータが示すように、中心市街地の商業衰退は平成に入って
の約 20 年の間に加速しており、平成 3 年の店舗数約 500 に対して現在はその半分以下、400 億円
近くあった年間売上は現在では 4 分の 1 にまで落ち込んでいるのが現実である。
現在は空き店舗率の正確なデータが未整備であるが、中心市街地においてはシャッターを下ろ
したままの商店が半数以上を占めている。
「重要伝統的建造物群」の指定を受けて以降、景観地区での起業や業種替え等は 43 店舗を数え

72地域資源としての景観については、第 3 章第 2 節の議論を参照。
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るが、それよりもはるかに速いスピードでかつて「水郷の商都」と呼ばれた佐原の商業は衰退し
続けているのである73。
表 6-4：佐原商店会連合会加盟の商店会
商店会名

加盟店舗数

商店会名

加盟店舗数

佐原駅前商店街振興組合

50

下川岸第一商栄会

28

仲川岸商店会

19

横宿商店会

28

東通り商店会

23

銀座通り商店会

22

佐原中央商店会

22

忠敬通り商店街協同組合

22

共栄商店会

9

本宿商店会

20

水郷商店会

46

合計

289

（出所）佐原商店会連合会（2012）公式サイト（http://www.sawara-shoren.jp/index.html）をもとに筆者作成

図 6-3：佐原商店会連合会加盟の商店会（分布）

（出所）佐原商店会連合会（2012）公式サイト http://www.sawara-shoren.jp/index.html

73第３章第１節第

2 項参照。
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1.2 中心市街地活性化基本計画
佐原地区の再生は、基本的に 2001 年に佐原市により策定された「中心市街地活性化基本計画」
に従う形で現在まで推進されてきている。
同計画は、中心市街地を 3 つの区域に分けてそれぞれの主にインフラ整備計画を明らかにした
ものである。＜小野川周辺地区＞とは、次項で扱う歴史的町並みを再生した「重要伝統的建造物
群保存地区」
・
「景観地区」を指しており、まずこの地区での町並み再生が優先して実行された。
続いて実行されたのは＜本宿耕地地区＞における取り組みである。これは佐原中心市街地の東
北端に位置する利根川沿いの区域であり、ここに「道の駅 水の郷 さわら」を建設し 2010 年に開
業させている。
そして現在、佐原駅前広場や、平成に入って間もなく相次いで閉店した 3 つの百貨店跡地の再
開発を視野に入れた＜JR 佐原駅周辺地区＞での展開が始まろうとしている段階である。
表 6-5 は、その骨格となる基本理念と基本方針、特定された対象区域とそれぞれの再生におけ
る概念である。
表 6-5：香取市中心市街地活性化基本計画
【基本理念】
① 水郷の小江戸・産業観光でにぎわいの再興
② 水運と水辺の景観を活かした魅力づくり
③ 伝統的建造物群を活かした小江戸の雰囲気漂うまちづくり
④ 街に住むことの楽しさが感じられるまちづくり
【基本方針】
① 香取郡の中心地としての都心機能の再構築
② 広域から多くの人を集める産業観光の振興
③ 住・商・職・文化等の融合する複合機能による活性化の促進
④ 訪れやすく、楽しく歩ける交通体系の構築
【区域】
＜小野川周辺地区＞
水郷の街／歴史の息づくまち
＜JR 佐原駅周辺地区＞
佐原市の玄関口（電車）／コミュニティ商業と都市居住が融合するまち
＜本宿耕地地区＞
佐原市の玄関口（車）／広域観光商業の拠点

（出所）佐原市、2001、
「佐原市中心市街地活性化基本計画」p.31 をもとに筆者作成
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2. 町並み保存の取り組み
忠敬橋を中心とする小野川沿いと街道沿いの地区は現在歴史的町並みが整備され、これが広く
知られるようになり観光客を中心にして地区への入り込みが年間で 50 万人を数えるに至ってい
る。歴史的町並み再生の取り組みは、平成 21 年に読売新聞社「平成百景」に選ばれ、千葉県知事
より「千葉県建築文化賞」を受賞、平成 17 年に国土交通省から「手づくり郷土賞」を受賞するな
どしている。
平成 8 年、地区は文部科学省より「重要伝統的建造物群」の指定を受けることとなったが、運
動はこれを目標と設定して平成 3 年に始まった。これより以前の地区への入り込みは現在のおよ
そ 10 分の 1 程度であったと推定される。
この、歴史的町並みの再生、保存の運動において推進役を担ったのが NPO 法人「小野川と佐原
の町並みを考える会」（以下「考える会」）である。本項では、同会が展開した活動と果たした役
割を検討する。
調査においては、同会の理事長 高橋賢一氏、事務局長 佐藤健太良氏、理事 圓城寺達雄氏、吉
田昌司氏にインタビューを行った。これより会と運動についてその歴史や評価などが説明される
が、その内容はインタビューによって得たもの、会が発行する記念誌の記述などを総合して筆者
が概説した。
佐原が「重要伝統的建造物群保存地区」の選定を受けるまでの主な動きは次の通りである。
表 6-6：
「重要伝統的建造物群保存地区」の選定を受けるまでの主な動き
① 平成 2 年：市役所内部の検討、
「町づくりを語り合う場」が発足
② 平成 3 年：
「小野川と佐原の町並みを考える会」が発足
③ 平成 3 年：町内説明会（町並み保存とは？）小冊子「町並み保存 Q&A」を活用。
④ 平成 4 年：町並み調査→保存計画策定→市長へ保存計画の提案→町内説明会
⑤ 平成 6 年：
「佐原町並み保存会」が発足
⑥ 平成 8 年：
「重要伝統的建造物群保存地区」に選定
（出所）髙橋、佐藤へのインタビューと「考える会」記念誌掲載のデータをもとに筆者作成

① 平成 2 年：市役所内部の検討、
「町づくりを語り合う場」が発足
佐原市役所内で地区内の歴史的建造物を資源と捉え、町づくりを推進するコンセプトが生まれ
た。これを地区内で普及する会合を「町づくりを語り合う場」において展開。市役所側からは「『重
要伝統的建造物群保存地区』の指定を受ければ、観光客が押し寄せてくる」とその期待効果が説
明される。
この時点では、他の地方都市と同様に地区の商業は衰退の危機にあり、未来を描くことのでき
ない状態であったが、初めて明るい希望の持てる話が出てきたという期待感が広がる。ただし、
「観光客が押し寄せてくる」という観測には、確信をもつ者はいなかった。
この時点で、歴史的意匠のある原型が大看板やコンクリートの壁に覆われ隠れている建物ほと
んどであった。
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② 平成 3 年：
「小野川と佐原の町並みを考える会」が発足
「重要伝統的建造物群保存地区」の指定を受けることを明確にミッションとしていた。しかし、
会員も半信半疑のままであった。
③ 平成 3 年：町内説明会（町並み保存とは？）小冊子「町並み保存 Q&A」を活用。
町並み保存とは何か、その実施手順はどうであるか、実際に建物所有者はどう対応するのか等、
運動の基礎知識と実施手順が明確に示された小冊子を用いて、40 回に及ぶ住民集会を実施。
④ 平成 4 年：町並み調査→保存計画策定→市長へ保存計画の提案→町内説明会
地区の建物一軒一軒を調査し、これをランク付けした（A：「絶対に残したい」、B：「保存した
い建造物」
、C：
「当面邪魔にはならない」
、D：
「景観を阻害している」）
。調査結果を A、B を赤く
塗って地図上に示したとき、これだけの建物群が歴史的価値を有しており、それが連続していて、
確かに町並みが形成できるという確信をもたらした。これにより町並み保存への機運が大きく加
速した（図 6-4 参照）
。
考える会は保存計画を作成、市長に提案するとともに、町内説明会を実施し、保存計画への賛
同を取り付けていった。
⑤ 平成 6 年：
「佐原町並み保存会」が発足
「重要伝統的建造物群保存地区」および「景観地区」に指定予定である地区の全世帯が会員と
なる会として、考える会とは別に発足した。
⑥ 平成 8 年：
「重要伝統的建造物群保存地区」に選定
ここから建物改修・修理の活動が本格化していく（図 6-5、図 6-6 参照）
。
図 6-4：平成 4 年建造物調査結果地図

（出所）NPO 法人小野川と佐原の町並みを考える会 2011 活動紹介資料
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図 6-5：町並み再生：改修・修理前

（出所）NPO 法人小野川と佐原の町並みを考える会 2011 活動紹介資料

図 6-6：町並み再生：改修・修理後

（出所）NPO 法人小野川と佐原の町並みを考える会 2011 活動紹介資料
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3. まちおこし会社
続いて、佐原駅前地区を中心とする中心市街地、商店街において再生の活動を始動しているま
ちおこし会社「ゼットやっペい社」について考察する。
前項で検討した町並み保存の運動は、忠敬橋を中心とする地区において地域資源の再評価と再
創生を推し進め、観光資源化することで地域の衰退に一定の歯止めかける効果を持つことができ
た。
これに対して、観光資源が存在しない駅前および中心市街地の再生にむけ、戦略的な方向性を
もって取り組む組織としてゼットやっぺい社にかかる期待が大きくなっている。
ゼットやっペい社は、佐原出身で現代表取締役の伊能久敬が地域の商店主や住民に参加を求め
創設した NPO まちづくり塾「孫兵衛」のメンバーが中心となり 2005 年に設立されたまちおこし
会社である。同社の企業戦略は図 6-7 の通りに、また、同社の事業運営の概念は図 6-8 の通りに、
そして、同社の事業展開の構想は図 6-9 の通りに、それぞれ同社によって説明されている。
この、
「孫兵衛」という塾はこれまで 2004 年と 2006 年に 2 回開催され、全 13 回のカリキュラ
ムを約 6 ヵ月間、月に 2 回ペースで行ってきた私塾74で、講師は伊能久敬である。ゼットやっペい
社の 8 名の取締役は中心市街地の商店主を中心に構成されておりこのうち数名は同社の株主であ
りまた「孫兵衛」の卒業生が含まれている。この他、香取市、佐原商工会議所、駅前商店街振興
組合などが株主となっている。
同社は、
「商店街をひとつの組織として考えており、消費者が何を欲しがっているかの研究と空
き店舗の利用が一体化しないといけないと感じている。現在は不動産屋頼みで、組織としての力
が商店街にありません。そのためにどんな店を作るかから考え、まちおこし会社が行政と提携し、
資金調達から経営ノウハウまで面倒みることができる力が必要であります」
（伊能、2012）とその
問題認識とミッションを明らかにしている。
同社は現在、駅前商店街の一角にあり、同じ場所で近隣の生産者がこだわりをもって作った農
産物や加工製品を中心に取り扱う物販店「街の駅わいわい」を運営するとともに、ここで扱う商
品を中心にしたネットショップ「わいわい水郷産直便」を自己事業として展開している。これら
事業を行うために雇用している職員は有給であるが、会社の役員全員は無報酬で従事している。
同社が事業用資産として買い取った空き店舗（パチンコ店）の改装工事に際し、当初想定して
いなかったアスベスト除去に係る工事費用が必要となり、当該費用の返済が収支を圧迫してきた
が、2012 年になり返済を了し、「わいわい水郷産直便」が黒字化したことで、空き店舗対策を含
む商店街再生の活動に踏み出せる段階に入っている。

74

13 回の講座のテーマは次の通りである：第 1 回 プラザ合意後の日本経済／第 2 回 日本の不良資産と商店街
の推移／第 3 回 中心市街地・商店街の存在意義／第 4 回 日本の商店街再生の歴史／第 5 回 佐原地区の検証
／第 6 回 新中心市街地活性化法とまちづくり／第 7 回 アメリカにおける中心市街地再生と事例研究／第 8
回 都市の再生【イギリス・ドイツ】事例研究／第 9 回 中小都市商店街の問題点と対策／第 10 回 佐原地区
再生の考え方／第 11 回 モータリゼーションとまちづくり／第 12 回 新しい事業の育成と新しい商店街／第
13 回 まちづくりと資金調達。2012 年秋に第 3 期を実施する計画である。
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図 6-7：株式会社 ゼットやっペい社 企業戦略

（出所）株式会社 ゼットやっぺい社 2005『会社案内』

図 6-8：株式会社 ゼットやっペい社 事業運営概念

（出所）株式会社 ゼットやっぺい社 2005『会社案内』
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図 6-9：株式会社 ゼットやっペい社 事業展開の構想

（出所）株式会社 ゼットやっぺい社 2005『会社案内』

4. 成果と課題
まず町並み保存の運動と忠敬橋周辺の景観地区について考察する。
「重要伝統的建造物群」の指定を受けて以降、地区での起業や業種替え等は 43 店舗を数えてい
る。つまり、旧来の事業を廃業して新しい事業へと転換した事例、新規に事業を始めた事例の合
計で 43 件である。主として飲食、名産品・伝統工芸品・雑貨等の物販といった分野での新規事業
の開始が目立っている。
これには先駆者がおり、江戸時代より醤油醸造業を営む商家（「正上」）が、蔵の内部を名産品・
伝統工芸品店にするとともに、川沿いの町屋建物をフランス料理店にしてそれぞれオープンさせ、
現在に至るまで事業は順調に推移している。43 にのぼる起業や業種替えがあった背景には、この
事例によって自分にもできると学習した人々があとに続いたということがある。
町並み再生運動が展開された地区では以下 3 つのプロセスが展開された。
（1） 地域資源の再評価
（2） 個人事業主・住民の意識変容促進
（3） 成功体験とその後続が生まれる
このうち、
（1）と（2）は行政と連携を取りながら考える会が計画的に実施をしたものである。
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町並み再生運動においては、まず地区に資源があることを認識しなければならない。これは最
初、市役所側が発見したものであった。市役所側の発見を出発点とし、そこから発見内容を具体
的に明示的な情報として整備する作業が考える会の主導によって行われた。
また、資源の情報と共に、資源を生かした明確な実践目標（「重要伝統的建造物群」の指定を受
ける）
、それを達成することの意義と達成するまでの手順を併せて明示的に情報化し、これを度重
なる住民集会の結果を通して事業主、住民に対して浸透させ、目標達成にむけて地区が一致協力
する土壌を築いたのである。
一方、
（3）は考える会の主導ではなく、各事業主による独自の取り組みの蓄積である。
成功体験としてまず「正上」が先駆となったのであるが、これ続く成功体験も生まれている。
それを相互に学び合う、あるいはそこからさらに町全体のスケールでの取り組みを考えるという
場は現在のところ生まれていない。
平成 6 年には「重要伝統的建造物群」
「景観地区」に住むあるいは商店をもつ世帯が会員となる
「佐原町並み保存会」
（以下、
「保存会」
）が発足した。結成当初は定例会などを開いていたが、現
在では途絶えて事実上の活動休止状態にある。これは、保存会には考える会が持っていたような
明確な目標が存在していないことが原因にあると思われる。
（3）は地区再生の成果として評価すべきものである。地区の各事業者は、町並みが再生の結果
現れた機会を自らのために活用した。しかしながら、考える会と地区の各事業者の間には、サー
ビスを提供する側、受ける側という図式がある。
2011 年 3 月の震災後、地区への入り込みはやはり激減したが、震災より 2 年近く経過した現在
において、徐々に震災前の水準に回復しつつある。考える会にはただ訪れるのみではない滞在型
の観光が時代のニーズになりつつあるのにこれに対応できていない、あるいは町全体でお迎えす
るホスピタリティが充分ではないといったように、次代のニーズへの対応や、町全体のソフトに
おける魅力づくりに課題があるという認識がある。しかし具体的に新しい解決策、目標が見いだ
せてはいない。
一方、駅前の中心市街地の再生の取り組みである。
前述の通り、この取り組みを戦略的に道筋を付けて実践していく主導を果たせる組織としては、
現在セットやっぺい社にかかる期待は大きくなっている。
佐原には、前項で取り上げた町並み、景観75を資源としての取り組みがある。実際に景観が整備
され、一定の風情ある界隈をつくりだすことによって、観光資源としての価値が生まれることに
なった。これによって新たな起業と業種替えが発生したことはここまで見てきた通りである。
しかしながら、
「重要伝統的建造物群」および「景観地区」を離れた駅前地区をはじめ取るす中
心市街地にはには、そうした資源が現在のところ存在していない。こうした際立った資源を有し
ていない地域における再生の難しさが浮き彫りになっている。
ゼットやっぺい社は、会社組織を成立させ、その企業戦略、事業運営の方向性、事業展開につ
き、明確なアイデア・コンセプトをすでに持っている。これを実際に実行していくだけの財力と

75地域資源としての景観については、第 2 章第 2 節第 1 項の議論を参照。
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人材を同社が備えることができるかどうかが鍵になっている。
伊能が塾の運営に力を注ぐのはその意味が含まれている。とにかく人を育てないことには、い
かなるプロジェクトも企画、実行していくことは困難であるからである。これまで、塾の修了生
はおよそ 30 名を数えている。そして現在の取締役の殆どが塾の卒業生である。
卒業した段階においては、よしやろうという意欲が確かに醸成される。これは、まちづくりに
かかる一定の理論、方法論、そして先進事例などを学習することによって、同社がかかげる戦略、
事業展開、事業運営についての理解を得る基盤となり、自身の知見が再生の担い手として求めら
れる水準に遠くはないという自覚が形成されるからだと考えられる。
勿論、個人の能力や知識、理解といったものは不可欠な要素である。知識が磨かれるが故に、
実際に佐原の中心市街地の現実、外部環境などを見てみると、なおさらわが社が掲げる、わが社
が実際に展開したいところの戦略、事業展開、事業運営のあり方が遠い理想の世界に映り、現実
とのかい離を再認識する、再生の難しさを改めて認識し、後ずさりをしてしまうという皮肉な結
果を生むことも考えられる。
こうした個人の能力、知識、知見を高めていく活動に並行して、すでに今地域に存在する資源
を再発見する活動を実践することが効果を発揮することが考えられる。
これは、実際にデータや既存の文書化された情報だけで構成されるものではない。地域にいる
人々がそれぞれにもっている問題意識、思い、技術、アイデア、経験などをお互いに再発見しあ
うことを通して、地域資源への理解が確かになるのである。そして、それは直接に顔を合わせな
がら感情をともなう直接のコミュニケーションによってより現実感をともなうものとして相互に
蓄積される理解となる。
こうした場をつくり、戦略的な方向性ともたせる効果のある技術として、組織開発 Organization
Development の Strategic Planning の手法などが有効である76。これは、自分自身と自社について、
徹底的にポジティブな理解や自己認識をこれまで全く気付かなかった多様な角度・視点から得る
ことのできる手法である。これを適切に改良した手法を用いることは、佐原に限らない様々な地
域で適用する意義があると考えられる。
町並み保存・再生の運動において、地域資源のありようが明らかに明示されこれが地域におい
て共有された時に劇的に地域住民の意識が変わったことは、確認したとおりである。
この、個人の変容した意識とは観光資源といった有形・可視のものではなく、
「人々がそれぞれ
にもっている問題意識、思い、技術、アイデア、経験」といった無形・不可視のものである。こ
れを掘り下げ、また高い次元へと押し上げて行動変容を生み出していくことへの取り組みが重要
となってくる。
景観地区で現実となった起業・業種替えといった新規事業の立ち上げにおいては、成功体験が
生まれ、後続が生まれている。その結果として、一定の富の取り込み、蓄積がなされている。
しかしながら、この町並みという地域資源を観光資源として活用するビジネスモデルが永続で

76

第５章第１節第 5 項参照。
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きるものであると見通しを立てることは今のところ出来てはいない。
また、町並みでは髙橋、佐藤ら、そして駅前地区においては伊能といったそれぞれ使命感をと
もなうリーダーシップが現在まで持続しており、その結果として今日までの成果を生み出してい
ることは明らかである。これらのリーダー不在では町並み保存の運動は始動することなく、小野
川に蓋がされ駐車場スペースへと用途変更がされる可能性すらあったのである。そして、まちお
こし会社の設立というものも見ることはできなかった。
町並みのプロジェクトにおいて住民は、景観地区の住民組織（「佐原町並み保存会」）の主体的
な活動が休止の状態にある等、何らかの活動を展開する主体としての位置づけではない。住民の
間で起こった意識の変革とは「重要伝統的建造物群保存地区」の指定を受ける町にするという合
意形成ができる意識へと変革されたことであり、住民一人一人が、何かを実践する主体となるに
至る意識の変革ではない。現在に至るまで住民側は町並みの運動に協力しつつ、その効果を享受
する立場としての位置づけである。
一方の駅前地区をはじめとする中心市街地の再生活動においては、住民の主体的な取り組みを
引き出すこと、引き出していく役割を担う人材を育成する段階にある。
町並み運動と駅前地区再生の双方とも、純粋に住民主体・住民主導のプロジェクトとはなって
いないのが現実である。
5. 「内発的地域再生モデル」の検証
香取市佐原地区における再生の取り組みは、内発的再生始動モデルの「再生始動中間地点」に
位置づけられる。
行政による「中心市街地活性化基本計画」に従っての事業は計画からの遅延があるものの順々
に実行に移されている。NPO 法人の努力が実り歴史的町並みの保存・再生が一通り完了し、起業
と業種替えが 40 を超え、衰退に一定の歯止めをかけている。
町おこし会社の人材育成活動は継続しており、育成された人材の今後の行動に期待できる段階
に入りつつある。
しかしながら、こうした努力による衰退の歯止めを上回るスピードで地域の商業は衰退を続け
ている。これに対する危機感や、あるいはこれを再生に転じたいという意識が地域の住民、事業
主のなかに明確に芽生えてはいない。
地域の人々、例えば各商店会および商店会に属する各商店主らは組織化されていない状況であ
る。町並み保存の運動は多くの人々が共鳴しその活動に協力しているが、重要伝統的建造物保存
地区、そして景観地区にある商店の集合が共通のビジョンのもとに結び付いてはいない。
また、観光資源としての価値に永続性が保証されているものではない。訪れた人々は懐かしく
美しい景観を楽しむことが出来る。そこでさらに満足度を高める付加価値が準備されておらず、
人々が二度三度と足を運びたくなる仕組みが築かれなければならない。さらに、観光収入に依存
しない地域循環の経済を再生する戦略が準備されていない。
地域住民や商店会、各商店事業主たちは再生の取り組みにおいては受益者の立場を脱しておら
ず、自発的な行動で地域の再生に取り組むという意識が希薄であると同時に、そうした意識を育
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てこれを行動に結び付ける仕組みが不在である。
従って、自発性、内発性はいまだ発揮されていないが、再生において非常に強力な景観インフ
ラが出来上がっていること、そのための合意形成で地域全体が共鳴していることなどの要素を考
慮して「再生始動中間地点」と位置づけることが妥当であると考えられる。
以下、
「内発的再生始動モデル」77の構成に従って佐原地区の再生努力を検証するとともに、同
モデルへの示唆となるものを導出する。
4.1 ビジョンと戦略の策定と浸透
「中心市街地活性化基本計画」は詳細なビジョンと戦略の描き出しを行っている。これに沿っ
ての実践も進んでいる。また、本項でも引用した通り、町おこし会社の戦略もまた策定され、文
書化されている。
これら戦略の存在については住民、事業主たちは認識している。しかし、住民や事業主たちは
これらの実行に関与し参画するという意識を有しておらず、彼らの自発的行動と結び付いての展
開にはなっていない。
例えば佐原商店会連合会に加盟の 11 の商店会がそれぞれ独自の再生戦略をもち、自らの戦略を
「基本計画」において策定されている戦略のなかに整合させようといった動きは出てきていない。
4.2 自主財源
各商店会において不在である。町おこし会社がこの課題に挑戦している段階である。町おこし
会社はネットと店頭販売による特産品販売の事業から得た収益を、自社の自主財源とし、空き店
舗対策展開などに必要な経費をそこから賄いたいとしている。
町並みの保存と再生について修復等にかかる経費は行政からの補助金がこれをカバーしている。
このような状況下において、
【財務サイクル】は不在である。
4.3 実行体制
行政・NPO 法人、まちおこし会社との間では役割分担が決められ、活動調整がなされている。
しかしながらこうした厳密には「外部者」である機関と地域住民との関係性は、前者が実践者
で、後者が受益者、である。
活動の羅針盤としては「基本計画」（2001 年版）があり、これに沿った計画の実行が展開され
てきた。現在は第 2 版（2012 年版）が出来上がったところである。ただし、これは行政側からの
イニシアティブでることに変わりはなく、現在も地域住民は受益者の立場のままである。
【実行サイクル】は存在している。しかしながら、地域住民はこれを実践する主体にはなって
いない。受益者の立場にとどまっている。

77

第４章第３節参照
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4.4 まとめ
ここまで見てきたように、再生を進めようという意識をもち、このための戦略を策定して実行
している主体は、行政と NPO 法人とまちおこし会社がその中心にある。地域住民、各商店会と商
店主たちはそのほとんどが受益者であるという構造が現在の実態である。
これら 11 の商店会を共同体化し（＝経営（力）を備えさせ）
、11 の商店会による連合会も同じ
く共同体化する（＝経営（力）を備えさせる）ことを為さない限りにおいてこの構造に変化が起
こることはないと見なければならない。
これを克服する方法として示唆をもたらしているのは、第５章第２節で検討したバランストス
コアカード（BSC）の構築である。戦略実行のための羅針盤ツールとしての役割をもつ BSC であ
るが、複数の集団が個々にもつ戦略、これら複数の集団がもつ共通の戦略とを整合させる役割を
もつ。BSC はコミュニケーション・ツールでもある。
前項で検討したやねだんの場合において必ずしも BSC のような羅針盤ツールを準備する必要が
なかったのは、集落がすでに一体化しており、戦略の浸透に問題を有していないからである。
ところが佐原のケースでは、11 の商店会があり、やねだんよりも広域である。そして各商店会
を共同体化し、ここに地区全体の戦略を浸透させ、各商店による再生への自発的な取り組みを具
体化させるとは単一の集落であるやねだんなどの場合よりも複雑で時間を有するプロセスとなる。
以上の議論を踏まえ、
「内発的再生始動モデル」の構成に従った香取市佐原地区における再生努
力の検証と、同モデルへの示唆となるものを表 6-7 に整理する。
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表 6-7：香取市佐原地区（内発的再生始動モデルの検証）
再生段階

現況

将来への課題
とリスク

現況
ビジョン
と戦略

浸透・
戦略整合性
現況

自主財源

財務サイクル
現況
実行体制

羅針盤（ツール）
実行サイクル

内発的再生始動
モデルへの示唆
注：

再生始動中間地点
NPO 法人推進による町並み保存、町おこし会社の人材育成活動に
一定の成果。
中心市街地の衰退・空洞化のスピードに再生努力が追い付いてい
ない。
観光資源としての価値に永続性は保証されない。商店会が組織化
されていない。
○：
「中心市街地活性化基本計画」
（2001, 2012）がある。まちおこ
し会社は自社の戦略を有している。
△：「基本計画」、町おこし会社の戦略は個々の商店会、個人事業
主は承知しているものの彼らの自発的な行動と結び付いていな
い。
△：各商店会において不在。
町おこし会社が自主的に事業を興し財源確保の努力をしている。
町並み保存の予算は補助金による。
×：不在。
○：行政、NPO 法人（町並み）
、町おこし会社と住民との間は「実
践者」と「受益者」の関係にとどまっている。
○：「中心市街地活性化基本計画」（2001, 2012）
○：2001 年の「基本計画」は一巡し、二巡目の 2012 年版が策定さ
れた。
 複数の集団にまとめて経営の機能を備えさせることは困難。
 地域の歴史・文化とそれへの誇り・愛着は再生の促進要因とな
る。
 地区全体の共同体化と、複数の小集団の共同体化の取り組みの
アプローチの両立が求められる。

◎：持続成長段階での稼働状況に至っている
△：再生始動開始段階 ×：未着手／不在

○：再生始動が完了した段階での稼働状況

（出所）筆者作成
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第７章

「内発的再生始動モデル」：プロジェクト事例による検証

本章では、第３章において設定した「内発的再生始動モデル」を「スリランカ津波復興支援」
（第１節）
、
「プノンペン・チャムカーモン病院支援」（第２節）の事例をもとに検証する。
第１節 スリランカ津波復興支援
筆者は 2005 年４月より 2009 年 12 月の間、日本赤十字社派遣によりスリランカに駐在し、2004
年末のスマトラ沖地震による津波被災地域の復興支援に従事した。筆者が携わったプロジェクト
は地域と分野において多岐にわたるものとなった。本節では、津波に直接被害を受け住宅を失っ
た被災民に対する生活再建支援の取り組みに焦点をあてる。
1. プロジェクト概要
2004 年 12 月 26 日午前 9 時 56 分（日本時間）、インドネシアのスマトラ島沖でマグニチュ
ード 9.0（推定）の大地震が発生した。地震規模は過去 40 年で最大とされた。地震に伴い大規模
な津波が発生し、インドネシアをはじめスリランカ、インドなどインド洋沿岸諸国に大きな被害
をもたらした。内閣府の統計によれば、同地震・津波による被災者は約 206 万人、死者・行方不
明は約 23 万人、被害総額は 68 億ドルを超えたとされる。地震・津波による被害は 14 カ国にお
よび、インドネシア、スリランカ、インド、タイの 4 カ国で被害が特に大きかった。
このうち、スリランカの被害状況はスリランカ政府の統計（2006）では次の通りである。
- 死者・行方不明者：

35,322 人

- けが：

21,441 人

- 家屋の被害：

114,069 世帯

- 被災校：

183 校

- 避難民収容校：

446 校

- 保健施設の被害：

102 施設

この地震災害の発生に応じて、日本赤十字社には 100 億円を超える寄付金が集まりこれを活用
しての津波被災者の救援、復興のプログラムを主にインドネシアとスリランカにおいて展開する
こととなった。
発災当初の緊急救援に続き、2005 年 4 月から 2010 年 3 月までの 5 年間にわたって、インド
ネシア、スリランカ、モルディブ等に対する復興支援事業を行うこととした。緊急救援活動およ
び復興支援事業の実施・モニタリングに係る要員派遣・調査等の費用を含め、インドネシアで 47
億 8,882 万円、スリランカにおいては 28 億 8,944 万円の予算にて一連の事業を実施した。
スリランカにおいて展開されたプロジェクトは、地勢的に図 7-1 の通り、プロジェクトの一覧
は表 7-1 の通りである。スリランカにおける日本赤十字社支援プロジェクトは、多様な分野にま
たがった展開となった。本論文で取り上げるのは、このうち、津波被災民のニーズに直接応える
プロジェクトの対象になった地域である。
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プロジェクトは、2005 年 5 月より開始された救援物資の配布に始まり、仮設住宅の建設、住宅
建設、そして生活再建支援と続いたものである。
住宅建設のプロジェクトは図に示すように、スリランカ北東部のトリンコマレー県における 4
つの集落を対象にしている。これら集落ごとの世帯数と、住宅の完成と引き渡し時期は；
 キニア（Kinniya）
：100 世帯


ランディス・コディカラ・ランド：62 世帯（引き渡し：2006 年 9 月）
、



タマラビル：38 世帯（引き渡し：2007 年 9 月）

 コネサプリ（Konesapuri）
：192 世帯（引き渡し：2009 年 8 月）
 5th マイルポスト（5th Mile Post）
：72 世帯（引き渡し：2007 年 6 月）
これらの集落を対象にした生活再建プロジェクトにおいては、4 つの住宅建設事業の住民を対
象にコミュニティ形成活動（スポーツ大会、清掃等）、小規模インフラ整備事業に加え中心活動
項目として「マイクロファイナンス」の展開が位置づけられていた。
マイクロファイナンスとは通常マイクロファイナンス機関が個人に対して低利・無担保にて融
資を行い、借り手が新たに小規模のビジネスを起業する、または既存のビジネスを強化するため
に用いて、生計向上・貧困からの脱却を支援する仕組みである78。
日本赤十字社支援の生活再建プロジェクトにおいては、これをマイクロファイナンス機関によ
る実施ではなく、集落を代表する住民組織自らが貸付・返済の仕組み・ルールを設計しこれを実
施する方式をとった。赤十字は初期の原資を支援するとともに必要なトレーニングを実施した。
実際にこの方式のマイクロファイナンスが稼働し融資が始まったのは 2010 年 4 月である。
また、同じく本節で取り上げる UNHABITAT（国際連合人間居住計画）プログラムは、住宅建
設プロジェクト終了直後の 34 の集落の生活再建を目指すものであった。
このプログラムの開始から終了までの期間は 1 年 3 カ月であり、投入された予算は日本円で約
1,000 万円である。このプログラムにおいては 2008 年 3 月にマイクロファイナンスが開始されて
いる。プロジェクト対象の地域は、トリンコマレー県、バティカロア県、アンパラ県、スリラン
カ北端のジャフナ県、スリランカ南方のゴール県である。

78

本節第 3 項、第４章第２節第 2 項参照
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図 7-1：スマトラ沖津波被災者復興支援プロジェクト（日本赤十字社支援、スリランカ）

（出所）日本赤十字社スリランカ代表部 2009、
『帰国報告会』
、4 頁
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表 7-1：スマトラ沖津波被災者復興支援プロジェクト（日本赤十字社支援、スリランカ）

（出所）日本赤十字社 2009、
『スマトラ沖地震・津波災害 復興支援の取り組み』
、11 頁
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図 7-2：再建された住宅地（Konesapuri（左）／Palmunai（右））

（出所）筆者撮影（2011）

2. 住宅建設スキーム「ドナードリブン」「オーナードリブン」
まず、住宅建設スキームの比較を行っておきたい。これは、
「ドナードリブン」と「オーナード
リブン」の二つに分類される。表 7-2 において、この二つを比較した。
表 7-2：住宅建設スキーム「ドナードリブン」と「オーナードリブン」
オーナードリブン
建設作業の実施者

住宅所有者が自らの手で行うか大

ドナードリブン
ドナーが調達する建設業者

工や左官工を自ら手配して行う。
一軒あたりのコスト
設計
建設にかかる資金

50 万円程度

150 万円程度

住宅所有者が独自で決める。

標準設計

各住宅所有者に別個の銀行口座を

資金はドナーから直接建設業者

設け進捗状況に応じて段階的に必

に支払われる。

要資金がドナーから入金される。
仕上がりのレベル
監理

世帯により差異が生じる。

ある程度標準化される。

ドナー組織（援助機関）が手配す

建設コンサルタント会社が実施

るボランティアや技術員が巡回し

する。

て指導する。
住民組織

建設作業開始前に、建設作業の相

住民組織の形成はなく、完成まで

互扶助、集落ごとのプロジェクト

待つ。

の窓口として形成される。
（出所）筆者作成
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日本赤十字社が自ら建設の専門家を動員して監理に携わったものは、すべてドナードリブンに
よるものであった。一方、UNHABITAT の住宅建設プロジェクトはすべてオーナードリブン方式
によるものである。
ドナードリブン方式による建設によってできた住宅地においては壁面の処理と塗装がなされて
仕上がっているのに対して、オーナードリブンの住宅地においては、素焼きの煉瓦部分がむき出
しになったままの状態で完了した住宅が定在しているのが外見上特徴的に判断できるポイントで
ある。
筆者は、着任当初、オーナードリブンのスキームに対する知見を有しておらず、これを展開し
ている機関は少なからずあったが、資金を直接住宅所有者に渡すという事に対する警戒感が強く、
これは別の用途に資金が流用されるなどして住宅建設が完了せず、さらに追加資金を要する事態
が展開されるであろうと考えていた。
しかしながら実際には、金銭上のトラブルが発生したという事例が目立って聞かれることはな
く、着工から完了までのスピードが速く、出来あがった家に対しての瑕疵担保責任が存在しない
ためすぐに撤退ができるなどといった利点が目立って認識されたのである。
さらに、住宅所有者が自らの責任で建設を進めるため、クレームが発生しない。そして、これ
は必ずしも実証的なものではないが、オーナードリブン方式で建った住宅の住人の方が、
「次に何
が出来るか」と考える、一方のドナードリブン方式の住人は、
「次に何がもらえるか」という考え
に至る、こうした思考様式の形成に影響を及ぼしている。
オーナードリブンの住宅建設方式および住民組織自主運営マイクロファイナンスのスキームは、
人々自らが創意工夫し、マネジメント力を発揮して実践していくことができるという前提のもと
で設計されたものである。地域の内発性を発揮させることを念頭においたやり方である。
これに従った住宅建設地を視察してみると、個々の住宅の出来栄えはことなり、ところどころ
工事が未完の住宅もあるが、概ねガイドラインに従った設計に基づいて、住居としての必要十分
な機能を持つものに仕上がっている。建設の質、そしてこれに伴う耐用年数の問題はあるが、こ
れに対しても、実際に自らが建設を進行させた経験を活かすことができる。
内発性を重視したアプローチによって喚起されるものは、集落の人々の試行であり、行動であ
り、創意工夫である。これがドナードリブンの住宅建設スキームと対照的なところであり、ドナ
ードリブンの場合、住民は完成まで待つ、ということしかしない。
住宅建設から生活再建に至る復興支援においては、
「オーナードリブン方式住宅建設」を展開し、
建設が進行中の段階から「自主運営型マイクロファイナンス」を展開することが、一貫して内発
性を重視しこれを引き出す組み合わせとして有効であるという学習を得ることができた。
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3. 住民組織の形成とマイクロファイナンスの実行
3.1. マイクロファイナンス概論
マイクロファイナンスは、地球規模の貧困問題に対する革新的な融資の仕組みとして評価され
ており、貧困に苦しむ人々のための少額・無担保の融資のことであるとされる。
これを初めて開始したバングラデシュのグラミン銀行のマイクロファイナンス運営のシステム
は図 7-3 に示す通りである。このシステム全体の運営そのものが「ソーシャル・ビジネス」の典
型であると理解されている。
融資は 5 人一組の互助グループ内の個人が対象である。互助グループには連帯保証や連帯責任
という形式を取らないまでも、債務者が必ず返済できるように助け合う仕組みとなっている。
マイクロファイナンスとは、集落における小規模融資のことであり、小規模融資をうけた世帯
はそれを元手にして任意に起業し、通常 1 年間で決められた利子（あるいは「手数料」
）を上乗せ
して返済する。その利子分の収入で、ビジネスが成り立っている。
図 7-3：グラミン銀行

融資活動の仕組み（再掲）

（出所）菅正広（2009）
「マイクロファイナンス」p.39

グラミン銀行はじめ、マイクロファイナンスを実施する金融機関は「マイクロファイナンス機
関」
（Micro Finance Institute: MFI）
（以下「MFI」）と呼ばれる。
「貧困に苦しむ人々」である個人に
対して融資をする、その資金のオーナーシップは MFI に属する。
そして、個人から返済を受ける、融資を決める、技術支援・指導を行う、生活指導・返済指導
を行う、融資に必要な資金を調達する・出資をうける、こうした一連の活動とマネジメントを実
行するのも MFI である。
現在世界各国に MFI が生まれているが、これらは金融機関であり銀行である。本節で取り上げ
ている事例のスリランカにも多くの MFI が存在している。
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3.2. 本プロジェクトで実行したマイクロファイナンスの独自性
マイクロファイナンスの実施においても、実際には複数の方式が存在している。本節で取り上
げている日本赤十字社支援による生活再建プロジェクト、UNHABITAT 支援による生活再建プロ
ジェクトでは、MFI の介在をもたず、住民組織（Community Based Organization）自らが管理運営
するという手法をとった79（図 7-4 参照）
。ここでは、ひとつの集落に存在するファンドは一つに
限るというルールが適用された。そして、利率を何パーセントに設定するか、一件あたりのロー
ンの上限をいくらに設定するか、ローンを受ける世帯の選択基準、年間に何件のローンを実施す
るかなど、運営における仕組みやルールは、集落の実情にあわせて住民組織が決める。
図 7-4：住民組織自主運営のマイクロファイナンス

地 域
個

個

個
原資支援・
トレーニング／

住民組織／自主財源

援助機関・NGO

：

個

個

「個」
（世帯）への融資と

個

「個」
（世帯）からの返済
（出所）筆者作成

住民組織は、マイクロファイナンスのプロジェクトを運営する際に新たに立ち上げるケースと、
既存の住民組織がそのままプロジェクト実施主体になる場合のいずれかであった。
そして、日本赤十字社においては一般的にいわれる貧困の削減という目的ではなく、復興の過
程における生計向上・収入源の早期確保のため、つまり小規模ビジネスの立ち上げや、既存のビ
ジネスの回復のための資金として、住民が利用できる制度として考えていた。
また、日本赤十字社そして UNHABITAT が MFI でなく住民組織による直接運用の手法をとった
のは次のような考慮に基づいていた。

79

この MFI の介在のないマイクロファイナンスを「リボルビング・ファンド」（回転資金）と呼び、MFI の管理
によるものと区別することがあった。MFI を介しない自らの集落内で「回転」がよりはっきりと認識できるか
らでもあるが、これは当地における実践者同士で通用していた呼び方である。
名称はどうあれ、MFI の管理で行うか／住民の自主運営に行うかによって同じ「マイクロファイナンス」でも
その中身は全く異なるものになる。
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まず、MFI による融資よりも自主運営のほうが利息を低く抑えることができ、返済への負担を
軽減できるからである。グラミン銀行の場合は年利 20％と言われ、またスリランカ国内の MFI
は概ね 12%から 16％程度の年利であった。ただし、バングラデシュはインフレ率も高いため、一
概に 20％が高利であると断定はできない。
しかし、ここで取り上げている日赤及び UNHABITAT が支援の対象とした集落では、いずれも
5%～10％の年利で運用しているのである。
次に、こうしたファンドのマネジメントを MFI に委ねていては、各集落が自立するチャンスを
逃す、場合によって MFI への依存、従属が起こるのではないかという危惧があった。
そして、ファンドの運営を自ら行うとは、地域が共同で管理する体制を作らざるを得なくなる
ため、これに伴い地域の結束が高まり、それが復興に向けてよい影響を及ぼすはずであるという
認識である。
ここでドナー（日本赤十字社および UNHABITAT）の役割とは、集落がマイクロファイナンス
を開始するために必要となる原資を提供することである。この最初の段階でマイクロファイナン
スの原理と運営方法にかかるトレーニングを実施する。トレーニングは、スリランカ赤十字社の
MF 専門家や MF の仕組みに精通している地域の NGO、または、トレーニングを行うことに限定
して MFI の職員に来てもらう、という体制であった。
この住民組織自らによる管理運営の方式は、集落内の誰がどのような技術を有しているか、誰
に貸せばどのような効果が現れるのか、それを集落全体に波及させ生かしていく術もまた住民組
織が理解していることをその前提としている。
課題になるのは返済率の問題であるが、次項で示す 8 つの集落のなかのマイクロファイナンス
を実施している 6 つの集落のうち、返済率が 100％ではない集落は一つのみであった。
いずれの集落も、確実に返済率を高く維持するために工夫を凝らしていることがうかがえる。
集落のファンドが将来にわたって継続的に運用可能になるかどうかは、返済率にかかっている。
返済率が 100%を維持すればファンドは成長していくが、100％に満たない場合にはファンドが縮
小していくという構造がよく理解されているために、各集落とも慎重に、戦略的に運営していく
ようになる。
こうしたスキームに原資を支援するドナー側は、そのファンドを活用して誰がどのような起業
をするのか、具体的な運用方法についてはなんら干渉することはない。そのわずかかもしれない
原資としての支援によって、その中身を集落が創造的に決めて実践していくことが出来るという
前提に立っているのである。これはオーナードリブンを選択する場合の考え方と共通のものでも
ある。
人々は、最初に融資を受けた個人が起業しそれを軌道に載せてビジネスとして成立させていく
状況を先行成功事例として学習し、このスキームを利用して起業し成功できるのならば今度は自
分が、と自らの戦略を練り後続となっていったのである。
4. プロジェクト効果（2011 年分析）
筆者は、2011 年 4 月、これらの集落の状況を視察することができた。その対象としたのは、日
本赤十字支援のトリンコマレーにおける 3 つの集落と、UNHABITAT 支援のアンパラ、バティカ
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ロアの 5 つの集落である。それぞれの集落に入り、住民組織とのミーティングの場を設け、そこ
で共通の質問を投げかけた。それは、2004 年の津波直前の生活状況を「10」の指数で表した際に
は、2011 年の現在をどう評価するかというものである。
以下表 7-3 に結果の要約を提示する。
これをみてみると、2011 年に至るまでの道のりにおいて明暗を分けていることがうかがえる。
筆者が最も活発な印象を受けたのは Kinniya であり、この集落のメンバーは、2011 年の現状では
飽き足らず、2014 年の将来予測まで打ち立て、いずれも驚異的な数字をあげている。これをもた
らしている理由として彼らが言明していたことは、マイクロファイナンスを始めて 1 年、このス
キームの運用を継続する限り生活状況は向上し続けるという確信を得ているということであった。
集落の状況は一変し、CBO の結束は比較にならないほど強いものとなり、起業とその成功が次々
と生まれていた。
図 7-5：マイクロファイナンスを運営する住民組織（Kinniya（左）／Koolavadi（右））

（出所）筆者撮影（2011）

筆者は、2005 年 4 月以来、トリンコマレー県の 3 つの集落の状況を見てきたが、この Kinnya
の変貌ぶりは驚きであった。被災当初はただ住宅建設の完了を待ち、ドナーであるスリランカ赤
十字～日本赤十字社に対して、
「いつ住宅建設を完成できるのか！？」、
「次にあなたたちは何をし
てくれるのか！？」迫ることを日常とする受動的な姿勢が目立っていた集落である。住宅の建設
完了後においても瑕疵担保期間の要求は常に過剰であった。その彼らが、
「次に自分たちには何が
できるのか」を考え行動する集団に変貌していたのである。
同様に 2005 年当初の状況からの比較ができたのは 5th Mile Post と Konesapuri である。5th Mile
Post は比較的裕福な漁業者グループ（遠洋漁業にも対応できる設備を有するグループ）であり、
ここでは利率を 10％と高く設定しているが返済率 100％を達成している。これは集落があえてこ
の水準の利率に設定し、ファンドを早期に成長させていくことを意図しているとのことであった。
共同体でファンドを戦略的に運営していく姿勢が確認できる。
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一方の Konesapuri の人々は、同じ漁業者でありながら、貧しいグループである（手漕ぎボート
をもてたならば幸運というグループ）
。ローンの活用も本来の小規模ビジネスの開業や強化という
本来の目的を離れた切迫した状況に対応する出費80のために活用したといえるものが多い。そして
返済率が最も低く推移して、資金は減少の局面にある。
貧困なグループに対しては、単にローンを提供すればよいというものではない。職業訓練や集
落全体での収入源を確保する起業支援などといった取り組みを組み合わせた周到なパッケージと
してマイクロファイナンスを導入する必要がある。その点で、Konesapuri の住民組織では、自ら
の集落のニーズに応えられるだけの技術を有していないともいえ、一定期間 MFI などによる住民
組織への始動やトレーニングを行うなどの対策を講ずる必要がある。
もうひとつ困難な状況にあるのが、Thiraimadu R であった。
ここでは、15 km 離れないと漁に出られないこと、漁に出ても漁獲量が極端に減少している現
状で、食べるための収入を得るために大変な苦労をしている。ここでは、ドナーから原資のサポ
ートを受けてのマイクロファイナンスの経験がないが、マイクロファイナンスの効果を学習して
いる同集落の女性グループが、原資ゼロの状態からマイクロファイナンスをスタートさせており、
これで小規模ビジネス開業の実績を少しずつ積み重ねようとしている。
今回の調査では、自己申告で 2011 年の「生活状況」
（'Life Situation’）を 2004 年時点と比較して
指数で表すことを要請した。そこで改善している（指数が上回っている）と答えた集落でその理
由をたずねると、いずれの集落でもマイクロファイナンスを実践していること、それによって住
民組織の活動が活発化し融資を受けての収入向上が実現していることを第一の理由に挙げている。

80

病気の家族の治療費、借金の返済、水道光熱費など、本来の小規模ビジネスへの投資という主旨から離れた用
途であった。
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表 7-3：スリランカ津波被災地域 2011 年の状況
Batticaloa 県

Ampara 県

Trincomalee 県

Koolavadi

Thiraimadu

Palmunai

Thiraimadu R

Al Siddique

5th Mile Post

Konesapuri

Kinniya

ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ人数

8名

6名

10 名

50 名

8名

10 名

10 名

10 名

世帯数

865

432

1000 程度

300 程度

250 程度

92

192

735

津波の

無し

無し

あり

あり

あり

あり

あり

あり

住宅建設／

N/A

N/A

ｵｰﾅｰﾄﾞﾘﾌﾞﾝ

ｵｰﾅｰﾄﾞﾘﾌﾞﾝ

ｵｰﾅｰﾄﾞﾘﾌﾞﾝ

ﾄﾞﾅｰﾄﾞﾘﾌﾞﾝ

ﾄﾞﾅｰﾄﾞﾘﾌﾞﾝ

ﾄﾞﾅｰﾄﾞﾘﾌﾞﾝ

待機期間

定住

定住

待機 2 年

待機 3 年

待機 2 年

待機 3 年

待機 3 年

待機 2 年

定住

移住（15km）

定住

移住（10km）

移住（10km）

移住（1km）

あり（175 世帯）

あり

あり

あり（自主運営）
加盟 81 世帯
2010 年開始

あり（自主運営）
加盟 90 世帯
2010 年開始

あり（自主運営）
2010 年開始

「13.5」

「9.3」

「26.7」

直接被害

定住／移住
住民組織
マイクロ
ファイナンス
2011 年の
生活状況指数
（2004 年を 10 と
して自己申告）
ローンの
活用例
（マイクロ
ファイナンス）

他特記事項

あり（60 世帯）

あり（44 世帯）

なし

あり

あり（自主運営）
加盟 60 世帯
2007 年開始

あり（自主運営）
加盟 44 世帯
2007 年開始

なし

なし（女性ｸﾞﾙｰﾌﾟ
自主運営・加盟 50
名、2011 年開始）

あり（2009 年に県
best NGO に認定）
あり（自主運営）
加盟 100 世帯
2007 年開始

「15」

「14.7」

「8.5」

「4.6」

「13.8」

2014 年には 20 に至

2014 年には 37.5 に

ると回答
朝食配達業開業、
結婚式業の機材増
強、貸店舗建物の
補強、よろず屋の
開業、ｸﾘﾆｯｸ用医薬
品増強
2007 年開始時
200,000 Rps
2011 年に 400,000
Rps に増加
UNIHABITAT が原
資支援
NGO KAVIYA が
立ち上げ支援

至ると回答
N/A
漁網購入、ボート
購入、食糧販売業
増強、果物商開業、
店舗建設、養鶏業
拡大

菓子製造業開業、
生活雑貨製造業開
業、日用品店設備
増強

食糧品店開業、八
百屋開業、養鶏業
強化、養鶏業開業

2007 年開始時
150,000 Rps
2011 年に 260,000
Rps に増加
UNIHABITAT が原
資支援
NGO KAVIYA が
立ち上げ支援

マイクロファイナ
ンスは原資なしか
ら女性グループの
積立金から 2011 年
に開始。

2007 年開始時
450,000 Rps、
2011 年に 670,000
Rps に増加
UNIHABITAT が原
資支援
NGO KAVIYA が
立ち上げ支援

（出所）筆者作成
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ﾎﾞｰﾄエンジン修
理、漁網購入、雑
貨屋開業、菓子類
製造開業、潜水器
具増強、ｱｲｽｷｬﾝﾃﾞｨ
販売業開業
2010 年開始時
850,000 Rps、
2011 年に 1,00,000
Rps に増加
赤十字が原資・立
ち上げ支援

バナナ栽培開始、
電気代・水道代、
息子の治療費、木
材業仕入れ、家庭
菜園、ﾗﾝﾀﾝ用ｵｲﾙの
仕入れ
この集落のみ返済
率が 100%に満た
ずファンドが縮小
している。
赤十字が原資・立
ち上げ支援

食料員店開業、日
用雑貨店開業、漁
網購入、養鶏業増
強、家庭菜園、

赤十字が原資・立
ち上げ支援

表 7-3 補足：
待機期間とは、津波発生時から完成した住宅への入居に要した期間。
「移住」とは津波後に元々住んでいた場所か
ら新たに造成された住宅地に移住したもので、表示した距離数はもと住んでいた場所からの距離である。一方「定
住」は、津波後も引き続き同じ場所に定住しているものを指す。
「立ち上げ支援」とは、マイクロファイナンスを実際に運営するうえで必要な基礎知識・技術を学び、これに必
要なツールを準備するトレーニングを含める支援のパッケージである。

5. 「内発的再生始動モデル」の検証
本節で取り上げたスリランカ津波復興支援の対象となった津波被災地域のうち、マイクロファ
イナンスを実践している集落では、そろって津波被災直前を 10 とした場合の 2011 年の生活水準
指数（自己申告）をおよそ 15 以上の水準まで上がっているとしている。一方で、実践していない
集落においては同じ指数は下降している、つまり津波前の水準に生活レベルが戻っていないとい
うことである。
この二つのグループを、
「内発的再生始動モデル」によって段階区分すると、前者は「持続成長
段階」に至っており、後者は「再生始動開始」より前の段階にある。
「持続成長段階」と位置づけられる集落においても、将来リスクに対応できる状況を強化して
おかなければならない。
想定可能なリスクとしてはインフレ率の高さがある。スリランカでは 1980 年代以降は常時年
7％～15％の間で推移しているなかで、貸出利率はこれより低利の 5％～10％の間である。単に余
剰金額の数値だけを見て資金が成長しているとは言えない状況であるが、集落・住民組織におい
てはまだこのことを十分に考慮していない。
もう一つは国内で発生する大規模な自然災害81、または社会不安82によって経済活動が機能しな
くなる状況に対する対処方法が仕組まれていないことである。
利率の設定、余剰金の充分な確保、貸出件数の適正化といったマネジメントを実践できるよう
にならなければ資金を成り立たせる基盤は脆弱である。
また、現在は個人向け融資としての機能に限定されているものを、集落が共同で行う事業を興
しこれに対する投資を行う仕組み83が検討されて良いであろう。
これらのリスク対応・課題対応がなされるならば、持続成長段階に入っていくための条件が強
まっていくといえる。
ここより、2011 年には津波前よりも 30％以上の生活レベル向上があったと答えた Koolavadi,
Thiraimadu, Al Siddique, 5th Mile Post, Kinniya の各集落の再生努力を「内発的再生始動モデル」の
構成に従って検証するとともに、同モデルへの示唆となるものを導出する。

81

大雨とこれが引き起こす洪水は国内各地で頻繁に見られる自然災害で、深刻な場合にはその年の収穫を諦め
ざるを得ない状況が生まれる。
82
内戦とこれに伴うテロ攻撃の頻発という社会不安は現在概ね終息し、かつてに比べると社会情勢は格段に安
定してはいる。しかし、あらゆる社会不安を呼び起こすリスク要因を想定しておかなければならない。
83
第６章第１節で取り上げた「やねだん」方式である。
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5.1 ビジョンと戦略の策定・浸透
筆者が 2011 年に行った住民組織とのミーティングにおいては、マイクロファイナンスの実践に
よって生活レベルが未来において向上することになるという意識がほとんど確信に近いものとし
て表明されていた。そこに網羅的かつ具体的な描き出しが十分ではないが、現状維持にとどまら
ず、より豊かな集落の未来を作っていこうという意識が育っている。
ビジョン・戦略については、集落全体のものとしては、また文書化されたものとしては存在し
ていない。
しかしながら、マイクロファイナンスを自主運営し、活動を継続することによって個人（個人
事業主）レベルでのビジョンと戦略の策定、そしてそれの集落内における共有が進行する。
集落、共同体とは個人の集合であり、個々の営みが活発であることの集積で集落全体の発展に
つながるといえる。
融資を受けようとする個人は、借り入れる資金を用いてどのようなビジネスを始めるか、また
は自身のビジネスをどう強化するか、返済までの 1 年間にどこまでを達成するか、という構想を
まず組み立てなければならない。
その構想は、住民組織に伝えられ、構想が検討され、融資が決定される。
ある個人が融資をどのように活用したかの情報もまた住民組織を介して集落内に共有されるこ
とになる。
こうして、個人・個人事業主において融資を受ける際に自らのためのビジョンと戦略が策定さ
れ、それが集落内に周知されることになる。
この繰り返しにより集落の個人同士の相互学習が進んでいくことになる。マイクロファイナン
スの運営を巡っての寄り合い・協議の場などにおいてマイクロファイナンス運営の全体戦略が形
成される一方で、融資をうけるそれぞれの個人のビジョンと戦略も形成され、浸透している。
5.1 自主財源
ここまで見てきたように、被災後の生活再建においては、自主運営のマイクロファイナンスの
仕組みがその中核となって機能してきた。
【財務サイクル】については、筆者が訪問した 2011 年 4 月の時点において、マイクロファイナ
ンスを 2007 年に開始した集落では四巡目を終えており、落ち着いた継続運営の段階に入っていた。
一方の 2011 年開始の集落においては、一巡目という浅い段階でありながらこのスキームが集落の
発展に及ぼす効力について人々はすでに強い確信を得て、筆者の在任中には全くみることのでき
なかった結束が生まれていた。そこには覚醒と言っても良い程に人々の意識に変化が起こってい
たのである。
四巡目に入った集落において、資金が着実な成長をみせていることは表 7-3 に示した通りであ
る。
5.3 実行体制
現在マイクロファイナンスの実践を中核にして持続成長にむけての取り組みを継続している集
落においても、やはり開始当初においては外部者の支援が不可欠であった。これは原資における
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支援とスキームを運営管理する技術にかかるトレーニングにおいてである。
しかし、この二つの支援を受けた後になお外部者の支援を必要としているかといえば、それは
ほとんどゼロに等しい。定期的に原資とトレーニングの支援をした機関が運用相談に応じている
程度である。
自立した運営へと直ちに展開できたことの根底は、これが自主運営方式であることに尽きる84。
もしこれがより一般的に広く展開されている MFI による運営であれば、そこには MFI への依存、
MFI との支配従属関係が構造化していることになる。
また、
【実行サイクル】については、融資を受ける個人の数だけ存在し、時にそれは反復し二巡
目、三巡目へと継続していく。融資を受ける個人においては、資金を借り入れ自身の起業にあて
るもしくは既存の事業に再投資をする、そこから収益を確保し利息をつけて返済するという 1 年
ごとのサイクルが生まれる。これは個人において【実行サイクル】が働いていることを意味する。
2007 年開始の集落においては、複数回融資を受けたという人が少なからず見受けられたが、そ
こにはサイクルの反復がある。
ただし現段階では、
【実行サイクル】は融資をうける個人にあるのみで、集落全体としてのサイ
クルが生まれていない。これは、自主財源を用いて集落単位で共同事業を興すことが発生したな
らばそこに集落の【実行サイクル】が生まれることになる。
現在のところ、マイクロファイナンスの仕組みそのものが集落における「羅針盤」に近く、こ
れの管理運営の活動が集落に一定の方向づけをしていると考えられる。この仕組みを中心に人が
集まり、情報交換し、学び合い、意思決定を行い、評価と報告を行っている。
5.4 まとめ
自主財源（自主運営型マイクロファイナンス）をもつことは、個人の生計向上に劇的な効果を
発揮する。
表 7-3 に示されている通り、マイクロファイナンスを返済率 100％で順調に運営している集落で
は、例外なく 2011 年の生活状況を 2004 年時点よりも向上していると自己評価している。2004 年
はスマトラ沖地震津波災害の前の段階であるから、それよりも向上しているということは、復興
から生活再建が極めて順調に進んだことを示している。
また、自主運営のマイクロファイナンスは、個人を強くすることの集積で共同体を強くするメ
カニズムであると言える。
ローンを活用しての実に多様な起業、活用があった。そこには、新たな事業を立ち上げたり既
存のビジネスに投資したりして、収入向上に役立てるアイデアの宝庫ともいえるものが出現して
いる。このようにローンを活用した成功事例が多く出現し、これにより集落全体が手ごたえを感
じるとともに、企画しローンを受け実践し一年後に返済するというサイクルを学習しつつ、次は
自分もやろうという後続が生まれるのである。こうした一件ずつの積み重ねにより、人々が主体
的に働く状況が拡大し増幅しさらに連結していき、集落全体の活力へとつながっていく。
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そして、マイクロファイナンスは返済率が 100％かそれに準じる高い率で推移している限りは
持続性をもった仕組みとなる。これが継続している限り、集落の自主財源は成長していく。これ
も表 7-3 に示した通り、4 つの集落で資金を増加させることに成功している。このような自主財源
の成長へと結びつくと、集落全体でマイクロファイナンスの仕組みをより効果的に運営して集落
全体の成長へと結びつけようという気運が高まっていく。
こうした起業や投資を繰り返す中で集落に富が蓄積され、活気が生まれてくると、若い世代は
必ずしも大都会を志向することなく、自らの集落で仕事をし、生活しようという意識につながる
ことも考えられる。そうすると、この持続性あるスキームを軸とした集落の営みが次世代へと引
き継がれていく可能性が広がっていくのである。
以上の議論を踏まえ、
「内発的再生始動モデル」の構成に従ったスリランカ津波被災地区の再生
努力の検証と、同モデルへの示唆となるものを表 7-4 に整理する。
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表 7-4：スリランカ津波被災地区（内発的再生始動モデルの検証）
持続成長段階
津波被災後の復興は概ね完了。マイクロファイナンス（MF）
を活用した生計向上が順調。
将 来 へ の 課 題 と 個人向け融資に加え、地域の共同事業の立ち上げにも対応する
仕組みの構築。
リスク
社会不安、自然災害、インフレ率上昇などのリスク要因への対
処。
○：文書化されたものとしては不在。
現況
MF の実践を軸に未来をつくる意識が形成されている。個人レ
ベルでの戦略を形成。
○：自主運営型 MF を開始すると直ちに結束が固まった。MF
浸透・
運営を巡っての寄り合い・協議の場などにおいて全体戦略を共
戦略整合性
有。
個人の戦略も同じく集落内に浸透する。
◎：自主運営の MF による資金。これの活用は個人・個人事業
現況
主に対する融資に限定されている。
◎：融資活動を通し、返済時の利息収入で資金は成長軌道にあ
財務サイクル
る。
○：住民組織が MF を自主運営・管理している。MF の導入に
現況
当たり外部者（地元 NGO、赤十字、国連機関）から技術支援
と原資の支援を受けた。
羅針盤（ツール） ○：MF の運営管理活動が集落に一定の方向づけをしている。
再生段階
現況

ビジョン
と戦略

自主財源

実行体制

実行サイクル

内発的再生始動
モデルへの示唆

注：

△：MF 資金のサイクルが機能することで自動的に実行サイク
ルに連動する。
 自主財源は個人の生計向上に劇的な効果を発揮する。
 MF は個人を強くすることの集積で共同体を強くする優れ
たメカニズム。
 MF は、共同事業対応を可能にするなどの発展型が検討で
きる。
 MF は持続する仕組みであり、次世代への継承の促進要素
となる。

◎：持続成長段階での稼働状況に至っている
△：再生始動開始段階 ×：未着手／不在

○：再生始動が完了した段階での稼働状況

（出所）筆者作成
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第２節 プノンペン・チャムカーモン病院自立支援
1. プロジェクト概要
このプロジェクトは、カンボジアの首都プノンペンのチャムカーモン区（人口約 15 万人）にあ
るチャムカーモン病院と、その活動を支援する赤十字ボランティアによる基礎保健普及プログラ
ムを展開するものであり、
1992 年から 2001 年にわたり日本赤十字社の支援によって実施された。
筆者はこのうち、1997 年から 2001 年の間、プノンペンに駐在してこれの実施に従事した。
カンボジアは複雑かつ凄惨ともいえる歴史を歩んできた。1953 年の独立後安定した発展を続け
るものの、1970 年のロン・ノルによるクーデター発生以降、ポル・ポト率いるクメール・ルージ
ュ時代を経て 1991 年まで内戦は止まることがなかった。激しい壊滅的な打撃を直接に被って、国
そのものも、国内のコミュニティも崩壊した状態にあった。これらを成立させ、維持させるシス
テムが消滅し、内発的な発展を自力で再興しようにもその手立てもない。国際社会、国際援助機
関の全面的な支援を得る以外に国の再建を進めることはできない現実にあった。
パリ和平協定（1991 年）により停戦が合意された時点で、タイ領内にカンボジア難民 35 万人、
カンボジア国内で医療援助を必要とする人が 19 万人存在していたと言われ、難民帰還・国の再建
に備え、医療サービスの復興が急務になっていた。こうした背景のもとでのプロジェクト開始で
あり、この時は救援プロジェクトとしての色彩を濃く有していた。
1997 年 7 月起こったフンセン第 2 首相グループとラナリット第 1 首相グループによる内戦が最
後の内戦となり、その後は徐々にしかし確実に政情は安定し現在に至っている。
日本赤十字社による病院への支援が開始されたのは 1992 年 4 月であった。
チャムカーモン病院（ベッド数約 40 床、職員約 60 名）は、1998 年当初までは初期治療や出産
等を扱う住民の最も近くに位置する医療施設（当時の名称は「赤十字ヘルスセンター」）であっ
た。基本機能である産科、産前産後の母子保健、一般外来診療に加え、周辺地域の基礎保健普及
（衛生習慣の改善、予防接種を含む）を通じ、健康増進への住民自身の自覚と行動を喚起するこ
とを活動の範囲としていた。
1992 年～ 1998 年の間には、医師（計 18 名）、助産婦・看護婦（計 14 名）の日本の赤十字病
院からの派遣による技術協力が展開された。
1992 年より 1997 年にかけ、病院の職員数はおよそ 5 倍に増強され、活動規模はおよそ 10 倍に
拡大、出産件数約 150／月、3,500 件／月の外来診療を継続的に行うことのできる施設となった。
日本赤十字による医薬品・医療資機材の供与は 2000 年まで継続して行われた。病院のインフラ
整備については、新棟建設（1994 年）、旧棟改修（1999 年）、新棟改修および総合的施設整備
（2000 年）が相次いで展開された。2000 年に設備・施設の整備は完了したが、その時点での設備・
施設の状況は現在においても85状態を保って管理がされている。
カンボジア赤十字社プノンペン支部はチャムカーモン病院管轄区域に 25 名のボランティアを
育成（1999 年）、プノンペンにおけるデング出血熱の流行（1998 年）に際しクリーンアップ・
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筆者は最近では 2011 年 4 月にチャムカーモン病院を訪れ、活動状況のヒアリング、診療活動現場の視察を行っ
てっている。本節で現在の状況との述べているのは、2011 年現在のことである。
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キャンペーンを実施、そして 2000 年の大洪水時には被災地にて巡回診療を実施した。これらの
活動はボランティアと病院職員の協働作業により展開された。
チャムカーモン病院は、貧困状況にある人々が居住する地区の出張診療所における無料診療や
予防接種、保健教育の実施も活動内容にしている（2011 年現在では、当該地区がすべて管轄区域
外に移転したため、この活動も終了している）。
1992～1999 年度の日本赤十字社による支援実績は合計で 4 億 6600 万円であった。
このプロジェクトによる成果として明らかなものは次の通りである。


診療技術と看護技術の進歩／サービスの向上～住民の信頼の高まり～診療件数の増加。



職員の意欲の向上；看護学生や地方の病院から医療関係者が研修に訪れるなど、国内でも
有数のモデル的な医療施設になった。



財政的基盤の確保：診療費の有料化を導入（1998 年 3 月）；収益により職員の給与・施設
運営管理経費を賄う。



自立への道：当初は日赤が医薬品の 70％を援助していたが、2000 年 12 月をもって医薬品
の支援を終了。また、2001 年 3 月をもって全ての支援を完了。



生活困窮者への無料診療・診療費減額が可能となった

この事業では、1992 年から 1998 年までの 6 年間は基本的な医療サービスを提供するための基
盤整備を目的とした「第 1 次医療協力事業」（第 1 次事業）と、これまでの成果を定着させ病院
の自立した運営を目指した「第２次医療協力事業」（第２次事業）の二つのフェーズがあった。
1998 年と 99 年には、国際赤十字・赤新月社連盟（連盟）の保健専門家と調査・ワークショップ
を実施。その結果を受け、充実した機能と持続的な自主運営能力の確立を目指した「赤十字ヘル
スセンター自主運営機能整備事業」（自主運営基盤整備事業）へと移行した。
2001 年１月、日本赤十字社は 9 年間の事業、主に最終段階の「自主運営基盤整備事業」に焦点
をあてた最終評価を、連盟の保健専門家、国立医療技術学校、同国赤十字社等とともに行なった。
施設内調査、職員や患者への聞き取り調査、協議、資料・統計分析を通じて、看護、医療、施設・
設備はヘルスセンターとしての水準を越えており、支援が終了したあとでも自立して変わらぬ活
動が展開できる体制を整える、という目標は達成されたという結論を得た。
これは日赤のみならず、国の保健当局やカンボジア赤十字社および国際赤十字・赤新月社連盟
そして病院といった主体が合意された責任分担をまっとうしたことによって可能となったもので
ある。周到に移譲のための期間を設け、自主運営基盤を整備して事業が終了できたというのはカ
ンボジアでは殆ど類例のないものである。最終的に、医療の水準全般、施設状況、健全な財政管
理など国内の様々な医療施設にとって規範･モデルとなる病院になった。
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図 7-6：プノンペン チャムカーモン病院支援：プロジェクトの経緯

注：現在のチャムカーモン病院（Chamcarmon Referral Hospital）は、1992 年当初はチャムカーモン・ヘルスセン
ター（Chamcarmon Health Canter）であり、一時は赤十字ヘルスセンター（Red Cross Health Center）となっていた。
現在はヘルスセンターより高度の医療サービスを提供する施設として病院として位置づけを得ている。
（出所）日本赤十字社（2001）
「開発協力報告 2000」
、p.14
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図 7-7：チャムカーモン病院（1999）

（出所）筆者撮影（1999）

1990 年代のカンボジアとは、「依存」は当たり前の前提、
「自立」という着想など起こる余地が
ない、そういった精神に人々は支配されており「自立」だとか、
「サステナビリティ」だとか、誰
も本気に考える人がいなかったような時代である。これは筆者が着任した 1997 年当時でもそうで
あった。医療施設に関していえば、病院建物、医療資器材、医薬品、医療職者への給与など、あ
らゆるコストをすべてドナーがまかなうというものが当たり前であり、そうでなければ医療活動
の量も質も保証はされない、それが現実、常識であった（当プロジェクトにおいても開始当初か
らしばらくは同様の経緯をたどってきたのであるが、医療職者への給与への支援は 1992 年当初よ
り行なわなかった。これは英断であった）。
1992 年とはそういった時代状況にあり、筆者がカンボジアに着任したのはそのわずか 5 年後、
1992 年からの 5 年間というのはまさに復興支援の位置づけであったと言ってよい。
然しながら、1997 年、筆者の着任時には、この医療施設を自立させる、サステナビリティを現
実のものとしよう、
「復興」から「開発」へ移行しようではないか、こういうミッションが与えら
れたのである。しかし現実は上記の通りであり 1998 年前半までは、全くこれを現実にする方途を
見出せずにいた。他のドナーに引き継ぐなどして無難に撤退するという選択肢も視野に入れてい
た。
しかしながら、2001 年 3 月をもって、この医療施設は確かに自立することができたのである。
現在に至るまで業績にいささかの後退もみられず、一定の成長を見せている。このような結果を
導き出すことができたのはなぜなのか、何がこのような結果をもたらしたのか。自立をもたらす
プロジェクト運営とはいかなるものなのか。本稿ではこれを考察するとともに、現代の時代状況
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において示唆するところについても言及しておきたい。
この医療施設が自立を果たし現在においても安定した診療活動を質量とも維持している、特に
質の面では今もなお向上を続けることができるようになったことには大きく二つの要因があげら
れる。
一つは、1998 年に実施されたコスト・リカバリー制度の導入を成功裏に行ったことである。こ
れは、貧困層への診療費免除の制度をもちながら、施設の利用者から診療費を徴収する制度であ
る（次項参照）
。
もう一つは、自立支援フェーズを設定し実行したことである。1999 年 4 月～2001 年 3 月を、
「自
主運営基盤整備」の事業期間とし、病院の自立発展性を確保するという目標に絞り込んだ事業の
総仕上げを行った。この期間の目標、活動内容、責任分担、予算はドナーとカンボジア行政当局
（保健省、プノンペン市保健局）の間の協定書として合意、調印されたものであった。
2. コスト・リカバリー（診療費徴収制度）の導入
貧困層への免除制度をもちながら、施設の利用者から診療費を徴収する制度であるコスト・リ
カバリー制度は、1998 年秋に導入された。
この制度の導入は、国の保健省による政策に従ったものであり、診療費については診療科目ご
とに各医療施設が自主的に設定する裁量を与えられていた。
この制度が始まるまでは、
「表向き」診療費は無料であった。しかしながら、実際には非公式の
支払いが行われているのが現実であった。カンボジアでの医療職者に対して政府から支払われる
公式の給与は 1998 年当時の水準で 10 ドルから 18 ドルの水準であった。これでは、非公式な報酬
をえない限りは生活が成り立たないのが現実である。非公式の支払いとは、頻繁に病院内で行わ
れるものもあるが、「ちゃんとした治療はウチで．．．」と、自宅で開業しているクリニックに患者
を呼び、そこでの活動の方を本格的に展開するということが広く見られていた現象である。
政府の方針には、こうした傾向に何らかの対策を打たないと、公立病院における診療活動は質・
量ともに向上する機会を逃してしまうという意識が根底にあった。
こうして 1998 年、非公式に直接医療者に診療費（「御礼」）を支払う風習を排除し、公式に病院
が診療費の支払いを受け、病院が自ら運営するシステムが開始された。開始以来、安定して毎月
約 6,500 ドルの収入があり、そのうち 50％を病院の運営管理コストに充て、49％を職員の給与補
填に充てている。政府からの給与が 10～18USD であるところに、職員全員に平均 55USD 程度の
補填を行っている。この仕組みは導入後 13 年経った現在においても変わらず運営され、同じ水準
での収入と支出にて安定している。
図 7-8 において、コスト・リカバリー制度の導入前と後を比較した。
「患」は患者・利用者、
「医」
は医師と医療職者を指す。患者からの矢印は診療費の支払いを指している。病院会計から「医」
への矢印は給与補填を指している。同制度の導入前には、病院運営管理費は、保健省の負担とド
ナーからの支援で賄われていた。
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図 7-8：チャムカーモン病院における診療費と病院会計（コストリカバリー制度前／後）
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（出所）筆者作成
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患

具体的な仕組みであるが、来院患者は、まず受付に進み、そこで、診療科目、診療項目ごとに
決められた診療費を支払う。そこで集金されたお金が途中で不自然に減ることなく、共同管理に
よって病院の金庫に納まることが確実でなければならない。また、患者によって受付を通過して
直接医師のところで支払いを行うという行為がきっぱりと断たれなくてはならない。その両方を
チャムカーモン病院においては成功裏に実行に移すことが出来た。

図 7-9：チャムカーモン病院 診療費受付窓口

（出所）筆者撮影（1999、2000）

この制度の導入が順調に進んだことの背景は、それまでのプロジェクトの実績の積み重ねによ
るところが大きい。1998 年の段階で、資金の健全な運営、健全な共同管理によって、どの程度の
収入が各医療職者のもとに入ってくるかの見積もりを立てることができたために、医療職者間で
の同制度の導入における合意を形成することができたのである。
この見積もりが立ったことは、日本赤十字社による支援によって病院の看護・医療技術が向上
し、インフラの整備が整ったことで市民の評価を得て一定数の利用者が確保できるようになった
からに他ならない。
この制度の導入と運営は、病院の医療職者のなかに、病院全体での評判、サービスの質によっ
て自分たち一人一人への報酬が決まってくるという意識を培う結果となった。
このことは、こののち今日にいたるまでのチャムカーモン病院の展開における礎として意義の
大きい転換点であった。
3. プロジェクト推進主体の再構築と合意形成
すでに述べてきたように、1992 年から 1997 年までの期間は救援・復興の色彩をもったフェー
ズであり、この間は、事実上日赤からの人材と資源を直接チャムカーモン病院に投入する構図で
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あった。
1997 年に入り、救援復興のフェーズはそろそろ終わりにして、自立への道筋をつけなければな
らないという意識が日赤側から生まれ、自立支援への模索が始まった。しかし、
「いつまでも支援
を続けることはできない」と宣告を繰り返しても、
「いやそう言わずこのまましばらく支援を継続
してほしい」
、これがカンボジア国内の関係者すべての考え方であった。
一方で、チャムカーモン病院自体はコスト・リカバリー制度の導入も成功裏に終えたとはいえ、
このままで未来にわたって質の高い活動を続けることのできる施設として充分であるというレベ
ルにはまだ至っていなかった。
例えば、2 棟ある病棟のうち一棟は廃屋同然の状況であり、もう一棟は「新棟」であったがす
でに壁面などに崩れがあり、各所での水漏れ等の問題が発生、さらに検査室で病院食の炊事を行
うといった部屋割り構成や衛生上の問題、焼却炉が崩落しかけるなど、病院としての基本的なイ
ンフラ環境が脆弱となっていた。
また、医療の質、看護の質はそれまでの日赤病院から派遣の医師・看護士、助産師らの技術指
導によってかなりの向上をみせていたが、より患者へのサービスを向上させることの必要性も指
摘されていた86。
こうしたなか筆者は、引き続きカンボジア保健省当局者に対しての働きかけを行い、動機付け
を継続した。それは、
「ここまで機能状態が良好な病院で、かつコスト・リカバリーを成功裏に運
営できている病院であれば、もうひと押しで、カンボジアではおそらく初めてのカンボジアが自
らもつ資源のみでここまでやれるという一つの、あなた方にとって大いに誇りとなる医療施設に
なるチャンスがいま目の前にある」ということを何度も何度も説いて回ることであった。
そこで、国際赤十字赤新月社連盟（IFRC）87カンボジア代表部と調整のうえ、IFRC から医師で
あり地域保健を専門とする専門家が病院の状況を調査分析するという手順を踏み、フィードバッ
クの場には関係者全員がその結果を確認することとして、勧告・提言内容を整理した。これに基
づき、カンボジア保健省、プノンペン市保健局、IFRC、日本赤十字社、カンボジア赤十字社の 5
者による協議を進行、ここで日本赤十字社が提示した条件とは：


いまだ課題の残るインフラ状況の総合的な再整備プロジェクトのマネジメントを引き受
けつつ、それに必要な予算を調達する。



患者中心の看護ケアの再訓練にかかる経費を負担する

日本赤十字社はこれを責任として果たす、そしてその間に今日赤が病院に必要な医薬品を全額
負担しているものを段階的に減らしていくこと、必要な医薬品は保健省が不足なく調達すること
86

87

筆者の観察でも感じとることが出来たものである。患者に対する思いやり、優しさ、気配りという面で時折日
本人である筆者の目からは直ちに改善すべきと思われる言動が散見された。
IFRC：International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies の略。本部をジュネーブに置く世界各国の
赤十字社のアンブレラとして機能する組織である。各国の赤十字社がメンバーシップを持っており、自らが企
画するオペレーションのために各国からの混成チームを編成してプロジェクトを実施することもある。
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を約束させるという交渉であった。
この交渉は合意に達し、1999 年 4 月から 2001 年 3 月の間にお互いの責任分担を果たすことを
合意文書に記して調印した。それに合わせて、2 年間の行動計画書が作成され、共有された。こ
の時点で、市保健局、保健省、カンボジア赤十字社、日本赤十字社の合同事業体としての体裁を
整えることになり、約束事項への各主体のコミットメントは相互に確認されることとなった。
この後、2001 年に至る間に、医療・保健分野における主導的役割を果たす国際機関などから保
健省あるいは市保健局に対して日赤撤退後においてチャムカーモン病院を引き続き支援するとい
う申し出が複数あったとのことであるが、これを当局は、支援してくれるならば、他のヘルスセ
ンターの強化の方へ力を貸してほしい、と拒否している。チャムカーモン病院に対してはもはや
外部からの支援は必要のないものと、1999 年～2001 年の自立支援フェーズの意義を理解し、自立
した病院とすることの意志が強固となっていたことを示している。
4. プロジェクト効果（2011 年分析）
2001 年 3 月、
1998 年に調査分析を行った際の専門家を招いてプロジェクト終了時の評価を行い、
次のような結論が得られている（要約、2001, Seebacher, 5-6 頁）。
「自主運営基盤整備」の目標は達成された。ドナー側からの支援は適切であった。プロジ
ェクトの結果、地域のニーズに応える病院としての力量は著しく向上した。地域からの信
頼感は高まり、結果として医療施設としてのコスト・リカバリー制度下における収入の増
加に結びついている。こうした業績の向上は、地域における保健活動などにおいて他の
NGO などの協力を得るうえでアドバンテージとなっている。
ドナーは 1999 年に締結の協定書に定められた通りの責任を果たした。ドナーはまた、財
政的支援の他に、技術的な支援を効果的に行い、病院経営における力量向上に寄与してい
る。
医療職者への集中的なトレーニングにより医療、看護の質は著しく向上しており、これ
は患者からのフィードバックにより明らかであった。
カンボジア政府は協定書にて定められた通りに財政的な責任を果たした88。
また筆者は終了時評価の行われた後、2008 年と 2011 年にチャムカーモン病院を訪問する機会を
得ている。その際の聞き取り、そして病棟内の活動の視察の結果、2001 年に自立支援フェーズの
完了の時点で現れていた成果はどの要素をとっても後退しているところは確認できなかった。全
国の看護ケア研修センターとしての機能はさらに活発化しており89、チャムカーモン病院を拠点に
して地域保健活動を行う NGO の数は現在では 5 つを数えるに至っている。
平均患者数、月間のコスト・リカバリー制度からの収入額は 2001 年当時のものと変動はなく推
88

89

これは毎月 6,000USD 規模にて日本赤十字社が負担していた医薬品購入コストを 1999 年～2001 年の間に政府側
が 100％負担するに至ったことを指す。
屋上階に研修生の宿泊施設が新たに増築され、受け容れ研修生の年間受け入れ数は年々増加している。
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移しており、院内の清潔管理状況も変わらぬ水準である。施設の隅々に至り整理整頓がなされ、
来院者のバイク、自動車の整理も良好である。
現在では、安定し自立した、水準の高い医療サービスを提供する病院として成熟した姿を見せ
ている感があり、10 年たった今は若い世代が職員として加わり受け継がれている状況をみると、
今後衰退に向かう兆しが感じられないところに落ち着いている。
5. 「内発的再生始動モデル」の検証
チャムカーモン病院の現在の状況は「再生始動終了」の段階である。1999 年～2001 年の自主運
営基盤確立のプロジェクトにおいては関係者がそれぞれの役割と責任を全うして、日赤の支援が
終了したのちでも 1992 年以来の努力の蓄積で築かれた病院のパフォーマンスは維持できる状態
が整った。そしてそれは現在でも維持されている。
しかしながら、これは現状維持ができる基盤が整ったことを意味するものであり、経済的に発
展するプノンペン市における保健・健康ニーズの変化や、社会変動リスクなどへの対応力が未整
備である。これが備わると持続成長段階に入ることができる。
以下、
「内発的再生始動モデル」90の構成に従ってチャムカーモン病院の自立に至るまでの取り
組みを検証するとともに、同モデルへの示唆となるものを導出する。
5.1 ビジョンと戦略の策定・浸透
前述のように、1999 年～2001 年にかけての 2 年間を自立支援フェーズと位置づけ、カンボジア
保健省、プノンペン市保健局、IFRC、日本赤十字社、カンボジア赤十字社が 2 年間で目指すもの、
そこに至る戦略と、主体ごとの責任配分につき、合意文書に署名して確認したのである。
調印後にくるインフラ整備事業の実務をトラブルなく進行できるか、保健省は約束通りの負担
を全うするかという不安が払拭出来てはいなかった。
しかし、この調印が成った時点で事実上 2 年後のチャムカーモン病院の自立したステータスは
ほぼ視界に入ったといってよかった。これはビジョンと戦略へのコミットメントを徹底して明確
にし、国と国際機関の間での調印された約束であるという構図をつくり、もはや実行できなけれ
ばお互いの信用を失うというところまで整えて、コミットメントを確実なものにしたのである。
この合意書への調印は国内マスコミが一斉に取材・報道することにもなったが、コミットメン
トを正式に文書化し、公式にこれを実行するという約束をさせたのである。ここまで突き詰めな
ければ成果は保証されないという判断が正しかったといえる。
この合意文書は 1997 年 11 月から 1 年余りの時間を費やして策定され 1999 年 4 月調印されたも
のであるが、ここには戦略と行動計画が明記されており羅針盤としての役割ももっていた。具体
的な行動計画の詳細や、インフラ総合整備計画のための図面といったものは、主としてセンター
と筆者との間で各論に取り組む際に作成し、活用した。
では、これがいかなるものであったか、当該合意書から以下の通り引用する。

90

第４章第３節参照
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Overall goal:
A Well-functioning and Self-sustaining RCHC which responds to community needs
Objective 1: The HC provides an adequate level of curative and preventive care.
Specific Objectives:
The HC provides adequate nursing care.
The HC provides an adequate level of curative care.
The HC has an adequate level of hygiene.
The HC has an adequate infrastructure.
The HC offers adequate outreach activities.
Objective 2: The HC operates on the basis of government contributions, cost
recovery and private donations from the community.
Specific Objectives:
Drug cost per patient is minimized by maintaining MOH treatment guideline.
Government provides adequate contributions.
The HC optimizes its income from cost recovery as well as fulfills its social obligation.
The RCHC management is able to conduct cost analysis, plan and produce realistic annual
budgets.
This will be achieved by the following five key strategies:


In-service training of nursing and medical staff to ensure quality of care, hygiene, efficient
drug prescriptions and adequate management



Establishment of effective supervision and monitoring systems to ensure quality of care,
hygiene and efficient drug prescriptions



Development of a performance oriented appraisal system



Renovation of the facility

このように 2001 年までのビジョンと戦略は 1998 年に策定され、周到に浸透が図られこれが実
行されたが、その後に続くビジョンと戦略の更新はなされていない。
5.2 自主財源
チャムカーモン病院におけるコスト・リカバリー制度の実践は、本研究でいう自主財源を設立
することと等しい働きをもたらした。これは日本赤十字社が救援フェーズから自立に向けたフェ
ーズに移行しようというタイミングとも一致していたが、病院の自立に向けて非常に重要な分岐
点であった。
ここまで見てきたように、コスト・リカバリー制度導入以前において病院は医師、看護師、助
産師などの医療職者の個人の集まりという状態にあった。然しながら、導入後においては、病院
全体での収入によって自らの収入も変わるという状況が出現した。これに伴い、病院は一つの組
織の形態を為すことになり、そこから病院が自らを経営するという体制が出来上がったのである。
このことにより病院は「病院運営管理費」の殆どを自ら賄うことができるようになり、ドナー
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である日本赤十字社の撤退、つまり依存を克服し自立に至る道筋がついたのである。
現在でも、病院として得た資金をどのような支出に充てるのか、つねに病院内での協議が行わ
れ、合意形成のうえに実行されている。病院内の小規模なインフラ整備、保安、医療資器材の修
理、衛生環境保全などが主な用途となっている。
本研究は地域の再生を問題にしており、病院の経営を問題にしているものではないが、ここで
注目しなければならないことは、コスト・リカバリー制度の導入をもって、病院は組織としての
体裁を整え、そこに経営が働くようになったということである。この原理は、地域においてもあ
てはまる。つまり、自主財源をもつとは、ばらばらの個人を結び付けて共同体化し地域を経営が
できる単位にするうえで有効に働くということである。
5.3 実行体制
第 3 項で整理したとおり、1992 年以来日本赤十字社とチャムカーモン病院の二者間に事実上限
定されていた事業の枠組みを、1998 年より国際赤十字、カンボジア赤十字社、カンボジア保健省
の合同コミットメントの枠組みへと再構築し、これが奏功した。
共通の目標を設定することと共に、これを達成するうえで入手できる資源、さらにコミットメ
ントはステークホルダーのなかから出来うる限り引き出していくことが肝要である。
また、
【実行サイクル】に関しては、1999 年‐2001 年の期間の一巡を限定として実践された。
ここで必要な「羅針盤（ツール）
」は、合意内容と合意文書である。サイクルの実践ならびに羅針
盤の準備は赤十字側の主導によって進められた。
ここから持続成長段階に向かうには、
【実行サイクル】が二巡目以降も展開しなければならない
が、これは実行されないままである。
リーダーシップの発揮状況は、赤十字側は筆者が、病院側は病院長が発揮したが、これは共同
リーダーシップであった。赤十字側は再生始動が終了するまでその支援を終えることなく、責任
を全うした。1999 年以降 2001 年までの 2 年間の「自立運営基盤整備」の支援とは、当初の予定
には入っていなかったのであるが、かかる取り組みが必要であり価値があるとする筆者の主張が
通り実施が決定、同時に筆者のカンボジア配属を延長させるという組織としての意思決定ができ
た。つまり、予算上の制約等をドナー本局側が克服したのである。
実のところ、必ずこの病院を自立させるのだという強固な意志、言い換えれば使命感を着任当
初から貫いたのは筆者である。これが揺らぐことがなかったため、まずは病院長医師の理解と同
調を得て、これに続き、日赤本社、IFRC、保健省、市保健局、病院職員、カンボジア赤十字社が
ついには同じ使命感を共有するようになったのである。これは、一人また一人と理解者、同調者、
協働者をつくり、その連動を形成していく地道な活動の積み重ねであった。
5.4 まとめ
地域再生においても、村、町、集落の単位であるいは小規模な組合の単位で、人々が共有財産
として資金管理をするメカニズムが存在していることが、再生のプロセスにおいて重要な促進要
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因になってくると考えられる。
共通の財産である以上、これを巡って何に使うか、何に投資するか、地域単位で知恵を出し合
う場が生まれ、そこには共同体としての結束が生まれてくる。地域再生はここまで問題分析して
きた通り、家族や個人で完結し相互に孤立する度合いが深まる状況に歯止めをかけて、再び地域
全体での取り組みを活発化させることでもある。そのうえで、共同体が資源を共同管理する機能
をもつことは重要である91。
チャムカーモン病院の事例から最も強く得られる示唆とは、依存から脱却することと、持続的
成長とは厳密に区別して考えられなければならないということである。
1999 年‐2001 年のプロジェクトは、依存からの脱却を可能にした、日赤の撤退を可能にした、
現状維持ができる体制が整ったということであり、持続成長の段階に入ったことにはならない。
以上の議論を踏まえ、
「内発的再生始動モデル」の構成に従ったプノンペン・チャムカーモン病
院自立支援の検証と、同モデルへの示唆となるものを表 7-5 に整理する。

91

このことは、第１節で検討したスリランカの津波被災者に対するする支援においても顕著にみられることであ
る。災害からの復興過程において、マイクロファイナンスのスキームを活用できた村とこれの導入がなかった
村では、その活力において明確な差が生まれている。
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表 7-5：プノンペン チャムカーモン病院 自立支援（内発的再生始動モデルの検証）
再生段階
現況
将来への課題と
リスク
現況
ビジョン
と戦略

浸透・
戦略整合性
現況

自主財源
財務サイクル

再生始動終了
再生始動は 1992～2001 年に完了。
1999 年～2001 年に自主運営基盤確立を目的としたプロジェ
クトを展開。
経済発展を続けるプノンペン市における保健・健康ニーズの
変化や、社会変動リスクなどへの対応力が未整備。
△：2001 年までのビジョンと戦略は存在していた。それ以降
の更新はなされていない。
○：関係者すべて（日本・カンボジア・国際赤十字、保健省、
病院・病院職員）に浸透し、戦略が実行された。
○：診療費徴収制度と病院会計の設立（1997）以降の継続運
用。維持管理の経費と医療職者の給与をカバー。病院事業に
対する投資の活用はない。
○：2001 年以降、現状維持のまま推移。

○：日本赤十字社の 1992 年以来の支援、同社との共同管理・
リーダーシップを終え、2001 年以降保健省・病院による自主
運営。
実行体制
羅針盤（ツール） ○：1999 年～2001 年に限る（同期間の合意文書と活動計画
書）
。
○：1999
年～2001 年の自主運営基盤確立を目的としたプロジ
実行サイクル
ェクトに限る。サイクルは赤十字側の主導で進められた。
 外部者の支援は必要ならば再生始動が終了するまで継続
する。
内発的再生始動
 再生始動終了まで外部者と当事者の共同リーダーシップ
モデルへの示唆
が必要。
 依存からの脱却を成し遂げただけでは持続成長の軌道に
は乗らない。
 自主財源の仕組みが機能することで現状維持はできる。
現況

注：

◎：持続成長段階での稼働状況に至っている
△：再生始動開始段階 ×：未着手／不在

○：再生始動が完了した段階での稼働状況

（出所）筆者作成
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第８章

結論／本研究の成果・今後の課題

本研究では、第１章と第２章において問題意識と地域衰退の現状を確認した後、第３章におい
ては「内発的地域再生」には「ビジョンと戦略」「自主財源」「実行体制」の３つが構成要素とし
て必須となると規定した。
これに基づき、第４章で「内発的再生始動モデル」を設定し（図 8-1、再掲）、第５章から第７
章において実践事例を用いてこれを検証した。
本章では、第１節「モデル検証の総括」において事例を用いてのモデルの検証結果を整理し、
モデルの妥当性についての考察をとりまとめる。
第２節においては、同じく第５章から第７章における検証の結果得られる示唆を整理し、
「内発
的再生始動モデル」の原動力とメカニズムがどこにあるかを考察し、これを基軸にしながら「内
発的再生始動モデル」をどう実践することができるかを論じて、本研究の結論とする。
第３節においては本研究の成果を確認するとともに、限界がどこにあったかを分析し、今後の
課題を明らかにする。
第１節 モデル検証の総括
「内発的再生始動モデル」については、第５章から第７章にかけて事例を用いて検証を行って
きた。これの要約を、表 8-1 に整理する。
検証は、
「内発的再生始動モデル」において規定した条件である「ビジョンと戦略の策定・浸透」
「自主財源の設立」「実行体制の確立」を満たしているか、「地域再生サイクル」の一巡目を終え
ているか、これを基準として各事例を評価する作業を通して行なった。その結果としてこれらの
条件を総合的に満たしている度合いの高い事例においては「持続成長段階」に入っているかこれ
に近い段階に入っており、また低い事例においては「再生始動段階」のより初期の段階にあると
いう分析を導き出すことができた。
「内発的再生始動モデル」は、
【ビジョンと戦略】
、
【財務サイクル】、
【実行サイクル】とが連動
しているモデルである。これの一巡目が終了する、そして外部者の支援が終了し撤退に至った時
点で再生始動が終了するというモデルの設定は妥当であった。
「プノンペン・チャムカーモン病院」の事例では、一連のサイクルが 1999 年～2001 年の一巡
で終了し、その後 2011 年に至るまでは現状維持のままである。第二巡以降のサイクルの設定と実
行がなされていないため、社会変動のリスクやニーズの変化などに対応し時流に適合する持続成
長の軌道に入っているとはいえない。
一方の「やねだん」と「スリランカ津波被災地域」においては、これらのサイクルが二巡目以
降も自立して展開されている。これが「持続成長段階」にあると判断される根拠である。
「香取市佐原地区」はこれらの事例の中でもっとも初期の再生段階「再生始動中間地点」と判
断された。これの根本的な理由は地域がいまだに「受益者」の立場にあることである。
【実行サイ
クル】は確かに存在しているが、地域の人々がこのサイクルに従って展開されるプロジェクトを
自発的に実行する担い手になってはいない。
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再生始動段階
再生始動開始
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ン
と
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略

自
主
財
源

再生始動中間地点

未来の収益性を確保する前進戦略
個人と地域（共同体）を戦略的に整合

ビジョン

実

（出所）筆者作成

持続成長段階

再生始動終了

戦略
ビジョンを実現する方法と活動

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

図 8-1：内発的再生始動モデル（再掲）
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衰退局面
まちおこし

（再）形成される相互依存関係

まちおこし会社 etc.

地域
管理・実践
リーダーシップ

到達目標
まちおこし

表 8-1：国内再生事例／プロジェクト事例による「内発的再生始動モデル」の検証

現況

鹿児島県柳谷集落「やねだん」

香取市 佐原地区

スリランカ 津波被災地域

プノンペン チャムカーモン病院

（第６章第１節）

（第６章第２節）

（第７章第１節）

（第７章第２節）

再生段階

持続成長段階
若年層の移住により少子高齢化・過疎化の
進行に歯止め。

再生始動中間地点
NPO 法人推進による町並み保存、町おこし会
社の人材育成活動に一定の成果。

将来への課題

豊重のリーダーシップ、求心力・企画力・
経営力・発信力が非常に強くこれに依存。
豊重に続く新しいリーダーの育成が課題。

中心市街地の衰退・空洞化のスピードに再生
努力が追い付いていない。
観光資源としての価値に永続性は保証され
ない。商店会が組織化されていない。
○ ：「中心市街地活性化基本計画」（2001,
2012）がある。まちおこし会社は自社の戦略
を有している。
△：
「基本計画」
、町おこし会社の戦略は個々
の商店会、個人事業主は承知しているものの
彼らの自発的な行動と結び付いていない。

持続成長段階
津波被災後の復興は概ね完了。マイクロフ
ァイナンス（MF）を活用した生計向上が順
調、資金は成長軌道に入っている。
個人向け融資に加え、地域の共同事業の立
ち上げにも対応する仕組みの構築。
社会不安、自然災害、インフレ率上昇など
のリスク要因への対処。
○：文書化されたものとしては不在。
MF の実践を軸に未来をつくる意識が形成
されている。個人レベルでの戦略を形成。
○：自主運営型 MF を開始すると直ちに結
束が固まった。MF 運営を巡っての寄り合
い・協議の場などにおいて全体戦略を共有。
個人の戦略も同じく集落内に浸透する。
◎：自主運営の MF による資金。これの活
用は個人・個人事業主に対する融資に限定
されている。

再生始動終了
再生始動は 1992～2001 年に完了。
1999 年～2001 年に自主運営基盤確立を
目的としたプロジェクトを展開。
経済発展を続けるプノンペン市における
保健・健康ニーズの変化や、社会変動リ
スクなどへの対応力が未整備。

とリスク
現況

○：これまでの再生活動は戦略的に実践さ
れてきた。戦略文書は不在。

浸透・

○：豊重を中心とする集落の人々の間で交
わされる日常のコミュニケーションによっ
て戦略の浸透が図られ、個々の行動がこれ
と整合している。
◎：1996 年に設立。現在は余剰金 500 万円。
事業への投資とともに、公共利益に活用。
自主財源の成長は、奉仕の精神に基づく住
民参加とビジネスの企画力に依る。
◎：集落が合同で興す事業への投資、そこ
からの収益により成長。公共利益にも活用。
◎：人口 300 人の規模、集落民全体が合同
で再生に取り組む体制。
豊重は U ターン者であり、外部者としての
役割を同時に果たしてきた。
○：ツールは不在であるが不要。一体化し
た集落は戦略的に方向づけられている。
◎：豊重による発信（著作・講演等）によ
り「報告・開示」まで展開。これにより新
たな協業者の関与を獲得。
 自主財源をもちこれを成長させるこ
とが再生における基軸となる。
 一集落単位であれば、地域の目標と個
人の目標を日常のコミュニケーショ
ンによって統合できる。
 「何もない」ことが再生の出発点。人
を中心とした地域資源の徹底した掘
り起こしと活用。

ビジョン
と戦略

戦略整合性
現況

自主財源
財務サイクル
現況

実行体制

羅針盤（ツール）
実行サイクル

内発的再生始動
モデルへの示唆

◎：持続成長段階での稼働状況に至っている
（出所）筆者作成

△：各商店会において不在。
町おこし会社が自主的に事業を興し財源確
保の努力をしている。
町並み保存の予算は補助金による。
×：不在。

○ ：「中心市街地活性化基本計画」（2001,
2012）
○：2001 年の「基本計画」は一巡し、二巡目
の 2012 年版が策定された。

◎：融資活動を通し、返済時の利息収入で
資金は成長軌道にある。
○：住民組織が MF を自主運営・管理して
いる。MF の導入に当たり外部者（地元
NGO、赤十字、国連機関）から技術支援と
原資の支援を受けた。
○：MF の運営管理活動が集落に一定の方向
づけをしている。
△：MF 資金のサイクルが機能することで自
動的に実行サイクルに連動する。





○：行政、NPO 法人（町並み）、町おこし会
社と住民との間は「実践者」と「受益者」の
関係にとどまっている。




複数の集団にまとめて経営の機能を備
えさせることは困難。
地域の歴史・文化とそれへの誇り・愛着
は再生の促進要因となる。
地区全体の共同体化と、複数の小集団の
共同体化の取り組みのアプローチの両
立が求められる。

○：再生始動が完了した段階での稼働状況

△：再生始動開始段階





自主財源は個人の生計向上に劇的な効
果を発揮する。
MF は個人を強くすることの集積で共
同体を強くする優れたメカニズム。
MF は、共同事業対応を可能にするな
どの発展型が検討できる。
MF は持続する仕組みであり、次世代
への継承の促進要素となる。

×：未着手／不在

△：2001 年までのビジョンと戦略は存在
していた。それ以降の更新はなされてい
ない。
○：関係者すべて（日本・カンボジア・
国際赤十字、保健省、病院・病院職員）
に浸透し、戦略が実行された。
○：診療費徴収制度と病院会計の設立
（1997）以降の継続運用。維持管理の経
費と医療職者の給与をカバー。病院事業
に対する投資の活用はない。
○：2001 年以降、現状維持のまま推移。
○：日本赤十字社の 1992 年以来の支援、
同社との共同管理・リーダーシップを終
え、2001 年以降保健省・病院による自主
運営。
○：1999 年～2001 年に限る（同期間の合
意文書と活動計画書）。
○：1999 年～2001 年の自主運営基盤確立
を目的としたプロジェクトに限る。サイ
クルは赤十字側の主導で進められた。
 外部者の支援は必要ならば再生始
動が終了するまで継続する。
 再生始動終了まで外部者と当事者
の共同リーダーシップが必要。
 依存からの脱却を成し遂げただけ
では持続成長の軌道には乗らない。
 自主財源の仕組みが機能すること
で現状維持はできる。

「持続成長段階」にあると判断される事例でも、モデルの条件をすべて満たしているわけでは
ない。
「やねだん」では「羅針盤ツール」は不在である。しかしながら人口 300 人のこの集落では
リーダー豊重の発揮するリーダーシップそのものが羅針盤として集落内で充分に機能している。
また、同じく「スリランカ津波被災地域」の場合でも MF の運営管理活動そのものが羅針盤の
役割を果たしている。
このように、例えば文書化されたものとして存在していなくてもそれが不要であるか、実態と
して何か別の機能によって発揮されて成立していることもある。

第２節 「内発的再生始動モデル」
：原動力／メカニズム／適用範囲
本節においては、事例を用いた検証を通して得られた示唆を整理し、「内発的再生始動モデル」
の概要についての現段階での取りまとめとしたい。
「再生始動の原動力」をどこに求めるか、
「再生始動のメカニズム」はどう構築されるかの視点
にて取りまとめる。また、モデルを地域に適用させる際、対象地域の単位をどこに置くかを整理
しておく。
1. 再生始動の原動力：
「個人」
内発的再生においては、鶴見（1989）が定義したように個人が担い手であり、個人の自発性に
依っている。そして、個人が自ら努力し行動することなく、
「受益者」の立場に甘んじている状態、
「安住の地（Comfort Zone）
」から抜け出し、困難を乗り越えて行動する存在に生まれ変わること
が必要であることが明確となった。
「チャムカーモン病院」と「香取市佐原地区」では、個人の意識に変化が起こった。
前者においては診療費徴収制度による病院会計の導入に合意した、つまりそれまで常識的に行
われていた診療費の支払いを直接受ける方法を改めることに合意した。組織の一員であることへ
の意識変換であった。
後者においては重要伝統的建造物群保存地区への指定を受けるということ、それ以降は景観保
全の規制に従うことへの合意である。
いずれも重要な意識の変換であるが、これを「やねだん」、「スリランカ津波被災地域」と比較
してみるとそこに明確な相違がある。
「やねだん」と「スリランカ津波被災地域」の場合には、一
人ひとりの個人が実際に行動する再生の担い手になっているのである。
「チャムカーモン病院」と「香取市佐原地区」においては、合意して従うところにとどまって
おり、合意表明の前後において行動に変化がおこっているわけではない。個人のレベルにおいて
は受益者の立場から脱してはいないのである。
この違いが再生段階の違いにそのまま影響していると考えられる。
このように意識変容からさらに行動変容まで至るプロセスは、
「覚醒」92という言葉で表現でき
92

鶴見（1989、p.46）によれば発展とは「個人の内面から精神を育て、覚醒した個人が村を発展させ、いくつ
かの村が発展することによって国民へ、そして世界へと発展を波及させることである」。（第３章第４節第 3
項参照）
。
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るかもしれない。
「やねだん」においては再生の取り組みの初期において「わくわく運動遊園」の
建設を 8 万円の経費で成し遂げたこと、そしてさつまいも生産の共同事業により自主財源に余剰
金が生まれたことが「これからも出来る」という確信をもたらし、その後には個人の自発的行動
が継続している。
「スリランカ津波被災地域」においては、マイクロファイナンス（MF）のスキームを用いた起
業が実際に成り立つという実体験が周囲に対して「自分にも出来る」という確信をもたらし後続
を生んでいる。
そこにあるのは、成功体験である。個人が実際に行動を起こした結果としての成功体験は非常
に強い説得力をもっており、
「覚醒」とよんでもよい意識変化・行動変容をもたらしている。
地域の人々がたとえ初期には「受益者」の立場にあっても、一人ひとりが実践者になるという
プロセスを経なければ内発的再生始動は成り立たない。その変化をもたらす成功体験を創出する
工夫を施すことが重要になるといえる。その点において、
「やねだん」のリーダー豊重がとった手
法93からは学ぶところが大きいと言える。
2. 再生始動のメカニズム：
「個の強化と全体の強化の両立」
このように、個人の意識変化・行動変容が内発的再生始動を成り立たせる基盤となるのである
が、実際に行動を起こす個人となることは、個人が「強くなる」ことでもある。地域は個（個人、
個人事業主）の集合であるが、それぞれの個人の営みが強くなる（例えば、高収益を持続できる
ビジネスを継続展開できるようになる）ことの集積で地域全体も強くなっていく。意識変化と行
動変容を経た強い個人が集合することで地域が強くなる。
この、
「強い地域」とはどんなものであるか、松田（2012）が整理する「ベンチャー企業」94と
「一般の中小企業」の特徴要件の比較から示唆を得ることができる。株式会社である組織と地域
のコンテクストには一致しない部分があるが、強い地域の特徴要件とベンチャー企業の特徴要件
とは多くが共通していると言えるだろう。
「やねだん」は典型的なベンチャー企業的な性格を有している。MF のスキームを活かした起
業もまたベンチャー企業的な行動である。
「香取市佐原地区」が「再生始動中間地点」の位置にある背景には、現在の戦略的な枠組みで
ある「中心市街地活性化基本計画」が地域全体の強化を実現する視点が中心であり、個人の強化
を実現し、これを集積させるという発想が十分でないことがあるといえる。個人は受益者の地位
にあり、一人ひとりの意識変容と行動変容をどう導くかについては「基本計画」に組み込まれて
はいない。
一方の「スリランカ津波被災地区」にあるのは MF による融資一件ごとに個人の強化が進み、
これが蓄積されて地域（共同体）が強くなっていくという構図である。ここでは地域全体を強化
する戦略的枠組みが未整備ではあるが、内発性をもった持続成長の根幹である個人の行動変容が
起こっている。
93
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第６章第１節第 4 項参照
「成長意欲の高い起業家に率いられた、リスクを恐れない若い企業で、製品やサービスの独創性、事業の独
立性、社会性、さらに国際性を持っている企業」
（松田、1998、p.1）
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表 8-2：ベンチャー企業と一般中小企業との相違

（出所）松田、2012、『日本のイノベーション 1 WASEDA から 35 の提言

ベンチャーダイナミズム』、p.43

地域再生においては個人の行動変容を起こすことが必要であり、これとともに地域全体を強化
する枠組みの両方が存在していることが重要である。地域が全体として強化されていることで
個々の商業が成り立つとともに、個々の商業が強化されることの集積で地域全体の強化に結びつ
く95。個の強化、個の独自のコンテクストに基づく再生はそれぞれ独立したものとなる。これと全
体の強化の枠組みが整合し、相乗効果が生まれるようにしていくことが重要である。
羅針盤は、これを成り立たせるためのツールである。典型的には第５章で検討した 2GC 社の
BSC 設計がこれに該当している。必ずしも BSC という名称を用いる必要性はないが個の戦略と全
体戦略とを両立させ整合させるツールを導入することが求められる。
また、
「自主財源」もこれに設計・運営上の工夫を加えることで、個の強化と全体の強化を両立
させるために有効に働く（次項の議論を参照）。
3. 再生始動の原動力：
「自主財源」
「内発的再生始動モデル」は、
「ビジョンと戦略の策定・浸透」
「自主財源の設立」
「実行体制の
確立」の 3 つを構成要素としているが、
「自主財源の設立」を優先的に成立させ他の 2 要素をこれ
に連動する形で進行させることが可能である。
再生始動が終了しても実際に持続成長段階に入るには、
「地域再生サイクル」の二巡目以降を地
域自らが展開しなければならない。このための根幹となる条件は自主財源の機能が働いているこ
とである。
期間限定のプロジェクトの場合にはプロジェクト終了時点で活動資金もそこで枯渇するため、
かつ支配従属関係がなくなり人々が
「安住の地」に戻るため、二巡目以降の展開は望めなくなる96。

95

96

中心市街地の商店街で考えてみると、商店街全体での集客力があって個店の商売が成り立つこと、そして個
店の商売が強化されることの集積で商店街全体の集客力が強化されることの両方がいえるということである。
第４章第４節第 5 項第 2 段で取り上げた「カンボジア赤十字社プノンペン支部強化」がその一例である。
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従って、
「自主財源」が必須の条件になることは明らかであるが、これが他の 2 要素（「ビジョン
と戦略」「実行体制」）を成り立たせるためのドライバーとなる、つまり再生始動の原動力、機関
（エンジン）としての性格を有しているのである。
「自主財源」が設立され、これを成長させようという人々のコミットメントが明確であるなら
ば、どの事業に投資するか、そこからどれくらいの収益を得て、財源をいつまでにどの程度まで
成長させるかという戦略的思考が起こり、これに基づく行動がなされることになる。継続すると
ともに戦略的思考と行動は二巡目、三巡目と続いていくことになる。
そこでは、「ビジョンと戦略の策定・浸透」が実践されており、【実行サイクル】にある「計画
立案」「実行」「評価」の各ステップも実践されている。未来における自主財源の有り様（ビジョ
ン）を描き出し、そのためにどんな事業を興し、そこからどれだけの収益を得るか（戦略）を構
想し、これを実行に移し振り返るというサイクルが生まれている。
これを典型的に示している事例は「やねだん」である。「やねだん」では自主財源（【財務サイ
クル】）を中軸に「ビジョンと戦略」を集落の成長に伴い更新しつつ、【実行サイクル】を連動さ
せこれも二巡、三巡以降まで展開させている。
そして「やねだん」は、全体を成長させる指向がより強い形態である。
「スリランカ津波被災地域」では、集落単位と個人単位における【財務サイクル】があり、融
資を受けたことによって個人レベルでの【実行サイクル】が生まれている。
「スリランカ津波被災
地域」は個人を成長させる指向がより強い形態となっている。
「チャムカーモン病院」の自主財源が現状維持の働きにととどまっているのは、これを成長さ
せようという意識が希薄であるからである。
ここで今一度強調しておくべき重要なポイントは、財源のオーナーシップが地域（共同体）に
属していることである。財源を他に依存している場合には、こうしたサイクルの連動は起こらな
いか、起こっても一巡で終了し持続成長の段階に至ることができない。
さて、前項「再生始動のメカニズム：
『個の強化と全体の強化の両立』」では個人を強化するこ
とと全体を強化することの両立の必要性を指摘したが、これを成り立たせる仕組みをもった自主
財源のありかたを設計することが出来る。理論的には、全体を成長させる指向の強い「やねだん」
型と、個人を成長させる指向の強い「スリランカ津波被災地域」型を融合させることで設定が可
能である。
自主財源は持続的に収益をもたらし成長する仕組みである。その意味するところは、その中に
収益を生み出すメカニズムが存在しているということである。これは；


「チャムカーモン病院」においては診療費による収益



「スリランカ津波被災地域」では、ローンの返済時に得られる利息分による収益



「やねだん」では、集落の生産活動・事業活動による収益

が該当するものである。そして、収益はそれぞれのコンテクストに合わせて投資または融資に
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展開することで成長していく。その収益性が衰えない限りにおいては、成長は持続していく。
そして、自主財源は循環性がある仕組みである。これは事例に従って次のようなものである。


「チャムカーモン病院」においては：
診療費による収益性が高ければ職員の給与に反映され、職員の意欲を向上させ、これが医
療の質を高め、病院利用者の満足度を高め、病院の収益性を高める。



「スリランカ津波被災地域」では：
ローンの実施により住民個々の生計向上に寄与し、これが集積して地域全体の経済を底上
げする、ローンを活用して開業する小規模ビジネスがより成功しやすい環境ができる、返
済率を高い水準で維持できる、これがファンドの成長につながりより多くの融資を展開で
きるようになる。



「やねだん」では：
集落の「生産活動」による収益を公共利益へ還元する、これにより住民は集落への愛着を
増し、より大きい幸福感をもって集落に住むことになり、これが「生産活動」への奉仕の
精神に基づく貢献のエネルギーの源となり、
「生産活動」が活発化し、そこからの収益が向
上する。

自主財源はコンテクストに応じて柔軟に設計できる。第６章、第７章で考察したとおり、
「チャ
ムカーモン病院」
、
「スリランカ津波被災地域」、「やねだん」では、それぞれ設計が異なる。
「やねだん」では MF のように個人、個人事業主に対する投資・融資を行っていない。また、
「スリランカ津波被災地域」では集落によって展開される共同事業がなく、従ってこれへの投資
活動も行っていない。
「投資」と「融資」を集落全体レベルと個人レベルの両方で行いつつ、
「公共利益への還元」の
機能を併せ持った自主財源（図 8-2）を設定することが可能である。これが「持続的な成長」と「循
環性」を最大化するうえでひとつの理想的な形ではないかと考えられる。
図における「P」はプロジェクトのことで、プロジェクトとは、地域が共同で展開する収益性の
ある独自のビジネス・事業のことを指す。農村集落でいえば、例えば古民家民宿、特産品の製造
と流通、飲食店件直売所といった事業を開業・開始するときの投資と、ここから得られた営業利
益を留保分として「自主財源」に戻す（
「リターン」）。
この形であれば、個人の事業に対する投資・融資を行い個人の強化につなげることができると
ともに、共同事業であるプロジェクト（
「P」
）への投資・融資により全体の強化を同時進行するこ
とができる。
この両方を同一地域内で展開する活動を継続することにより、徐々に全体利益と個々の利益と
の相乗効果を生み出すことにつながっていくことが期待できる。
自主財源の機能は、この通り「投資」と「融資」、そして「公共利益への還元」の機能を地域の
コンテクストに従い優先順を決めつつ自在に取捨選択し設計することができる。
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図 8-2：自主財源（投資、融資、還元 一体型）

地域
「個」への融資と
「個」からの返済

個

個

個

自主財源
---------------------------------------------------------------------------------------------：
プロジェクトへの投資と

P1

プロジェクトからのリターン

P2
公共利益

：
公共利益への還元
（出所）筆者作成

4. 再生始動のメカニズム：
「コミュニケーション」
「やねだん」においては、文書化された戦略文書や羅針盤は存在していないが、戦略は集落に
浸透し、羅針盤の機能も働いている。
これは日常のコミュニケーションによってなされていると考えて良い。浸透させる、戦略的整
合を形成するとはコミュニケーション上の問題である。
コミュニケーションが図られる場が充分に準備されているならば、戦略を文書化する必要もな
ければ、整合させるための羅針盤ツールを準備する必要もない。
しかし、ひとつの集落といった単位ではなく一定以上の大きな単位での再生を図ろうとする際
には、コミュニケーションをより効果的に行うためのツールが必要になる。これが本研究におい
て「羅針盤ツール」と呼ぶものである。第５章で議論した通りであるが、戦略実行のための BSC
は、実はコミュニケーション・ツールとして非常に有効である。
いかにコミュニケーションを効果的に図るのかという視点を軸にツールや「場」を設計・運用
していくことが必要である。
5. モデル適用の単位
本研究では、
「地域」の規模を「原則として農山村の一集落あるいは市街地の一商店会といった
単位（人口 1000 人程度以下、世帯数、事業者数 200 程度以下）を想定」して議論を行ってきた97。

97

第１章第１節第 3 項参照。
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「内発的再生始動モデル」は、原則的には小集団への集中的投入によって効果を発揮する。単
位の規模が小さければ小さいほど戦略の浸透、個人と共同体の目標を統合しやすい環境になる。
「内発的再生始動モデル」における「財務サイクル」また「実行サイクル」を共同運営しようと
する際、日常的にコミュニケーションを交わすことのできる規模の地域であれば、地域の個人に
とってこの運営に関与するためのアクセスが容易である。
ところが、広域の地域に単一の再生・活性化戦略や計画を設定しても、個人の自発性に基づく
行動に結びつかないため、
「内発的」な再生には結びつかないことになってしまう。これは「香取
市佐原」の「中心市街地活性化基本計画」において明らかであった。この枠組みにおいては地域
の個人が受益者の立場にとどまり、意識変容はあったとしても行動変容にまで結びつけることが
困難となっている。
この場合、広域の地域内にある複数の地域それぞれに「内発的再生始動モデル」を適用させ羅
針盤機能を働かせながら広域のモデルと整合・両立させることができる（BSC がもつ異なる部門・
部署に戦略的整合性を持たせる機能と同様の機能をもった羅針盤を設計・運用することができる）
。
また、前項で示したとおり、
「自主財源」の設計に改善を加え運用することが効果的である。
例えば佐原であれば、商店会ごとに「内発的再生始動モデル」を適用する、そして商店会連合
会全体での「内発的再生始動モデル」を適用する98ことが可能である。この場合、全体モデルと
11 ある商店会それぞれのモデルの合計 12 を設定することができる。そして、同じく合計 12 の「投
資」
「融資」
「還元」一体型の自主財源を設定することができるのである。

第３節 本研究の成果・限界と今後の課題
本研究の成果

1.

本研究の目的は次の二つを明らかにするところにあった。


最小の単位の地域において、衰退前の原型、衰退局面にある現在と到達目標としての再生
後に見えてくる地域の姿を対比し、その相違はどこにあるか（１）



到達目標へと向かう再生を始動するときに、どうすれば最小単位の地域を経営の単位とす
ることができるか＝どうすれば最小単位の地域が経営力をもつことができるか（２）

本研究は、相互依存関係構造に着目して「原型」、「衰退局面」、「到達目標」の類型化を試みた
ことで（１）の問題に、
「内発的再生始動モデル」を試みたことで（２）の問題に対応した。
「原型」
「衰退局面」
「到達目標」の類型化は、
「内発的再生始動モデル」に組み込まれ、再生始
動の出発点と到達点を規定するうえで有効であった。
「どうすれば最小単位の地域が経営力をもつことができるのか」の問題に対しては、
「内発的再
生始動モデル」を設定し、
「ビジョンと戦略の策定・浸透」「自主財源の設立」「実行体制の構築」
の 3 要素が必須であること、そこに設定しているサイクルを少なくとも一巡させることを通して

98

佐原地区の商店会の構成については第６章第２節第 1 項参照。
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再生始動が完了し個人の行動変容を伴って地域に経営力が備わってくることを、事例を用いての
検証によって明らかにすることができた。
本研究の限界と今後の課題

2.

本研究では事例検証の際に、
「将来への課題とリスク」を事例ごとに整理している（表 8-1 参照）
。
これが、そのまま今後の研究課題と重なってくると考えている。
「将来への課題とリスク」として取り上げた内容は、いずれもモデルにおける「持続成長段階」
に入るうえでの問題でもある。これを整理すると次のようになる。


未来の社会変動、自然災害等の予期できないリスクに対する対応力



消費者の価値観、ニーズの変化に適応し、これを先取りする対応力



人材・後継者の育成

地域も企業と同じく常に時流適合し続け、かつイノベーション力を発揮する、そして将来を担
う人材を確保・育成しなければ持続成長の軌道に乗っていくことはできない。
本研究では「始動」の段階までをモデル化する作業を完了させた。しかし、このモデルにおけ
る「再生始動終了」の段階とは、完了した時点の状況が続く限りその時点でのパフォーマンスが
維持可能となったに過ぎない。これの典型的な事例が「プノンペン・チャムカーモン病院」であ
るといえる。
本研究における「持続成長段階」の規定は、
「内発的再生始動モデル」で設定した一連のサイク
ルが二巡目以降に入っていることというところに止まっている。
つまりビジョンと戦略の更新第 2 版が策定され浸透されていること、
【財務サイクル】、
【実行サ
イクル】とも二巡目以降に入っており、外部者の支援が終了し、地域の人々による管理・実践の
体制が整っていることである。
これより、地域にどうイノベーション力を備えさせるか、そして後継をどう育成していくか、
リスク対応力をどう備えるかの問題に応えられる「内発的地域再生モデル」へと発展させること
が今後の課題である。これにより持続成長に至る準備・舞台設定である「内発的再生始動モデル」
の設計を改善することもできるであろう。
また、本研究では第１章、第２章においていかに地域の衰退が深刻な局面にあるかその分析を
試みたのであるが、これを踏まえつつより大きな視点で持続成長の概念を深めていきたいと考え
ている。
地域再生にあたって特に深刻な問題は後継者・人材の問題であろうと思われる。本章でも議論
している通り、内発的地域再生は、意識変容を経た（そして「覚醒」した）のちに自発的に行動
する個人に依っている。然しながら、少子高齢化が進行し、かつ個人が地域から流出する状況に
歯止めがかかっていない。香取市佐原地区の商店においても後継者が確定しているほうが少数派
である。
こうして地域が衰退し続ける状況は国内における購買力の加速度的低下を招いており、企業の
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持続的成長にとっても脅威となっている。
そして、グローバル化され統一化されたサービス提供の拡大は、地域に独自の文化の喪失も加
速させている。内発的再生は個人の行動に依って立つものであるが、その地域独自の文化、風土
にもまた依っていることを忘れてはならない。
花堂（2009、p.61）は、
「日本社会が承継してきた文化を基盤におく持続的成長モデル」という
概念を提起し、これを再構築することが今の日本に求められていると指摘している。
企業の持続的成長とともに、内発的再生を果たした地域が同じく持続的に成長していきこれら
が相乗して日本の経済全体が「文化に基盤をおく持続的成長」の軌道にのる、というモデルが想
定できる。
これは、本研究で到達点として提示した【タイプ C】において、企業を主要な構成要素とする
「全国的またはグローバルなシステム」と「地域」の間にどのような相互依存関係を形成するこ
とができるかという問いに直結してくるものである。
地域の内発的再生・持続成長、企業の持続成長そしてこれを相乗させた日本全体の持続成長と
は何かという問いを常に持ち続けていきたいと考える。
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