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高年齢者就業の諸形態
─セカンドキャリアの起業事例を中心に─
小 西 か お り
Ⅰ

本研究の目的と意義

今日、人口の高齢化は、日本だけではなく、欧米諸国、東アジアなど世界各国で見られ
る現象となった。現在の日本は、世界の中で最も高齢化が進行している国となり、併せて
人口の減少が予想されているという世界の中でもまれな状況にある。また、急速なスピー
ドで高齢化が進んでしまい、社会変化に伴う意識の改革や制度の改良が後手にまわり、社
会問題を引き起こしていると考えられる。その社会問題の一つとして、雇用問題を挙げる
ことができる。本研究では、増え続ける高年齢者 1 が新たな雇用を生み出す就業形態につ
いて考察する。息長く新しい雇用力を生み出す源泉という意味でより有益と考えられる、
高年齢者における『新たに企業を創る道』すなわち『起業 2』について研究する。2008 年
4 月に経済財政諮問会議にて舛添厚生労働大臣より提出された「新雇用戦略」の中でも、
高年齢者の起業は、若年層や女性とともにその支援、推進が明文化されており、日本経済
を支える大きな柱の一つに位置づけられている。高年齢者の経験や技術、そして知恵が今
後の日本経済の成長に大きく影響を与える可能性があり、高年齢者の多様な就業機会の確
保、そして雇用の増大をテーマとする本研究は意義があると言えるだろう。
研究手法は、定年前後に営利法人設立を果たし、新たなセカンドキャリアの道を歩む 5
名にインタビュー調査を実施し、その内容から開業形態や起業者の特徴を分析する。ベン
チャー・ビジネスに関する先行研究は多くあるが、高年齢者の起業に関する研究はまだ日
が浅い。日本人の起業・創業について玄田（2001）は、独立開業には旬があると述べると
ともに「開業には学卒後 20 年近くを中小企業などで関連した仕事を経験した 40 歳直後が
望ましい」と述べている。実際に高年齢で起業した起業家の事例を通して、事業継続上で
重要なポイント、リスクや困難をどのようにマネジメントし、乗り越えてきたか、そして
高年齢で起業を果たした起業家の特性について実証的に研究を進める。

1		 本研究における高年齢者とは、45 歳以上と定義する。
2		 本研究において、起業、創業、開業は同義とする。
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高年齢者の就業形態

高年齢者が、定年後に進む道を「勤務」
、
「営利法人設立」
「非営利法人設立」
「ボラン
ティア」
「趣味」の 5 つに分け、雇用創出可能性と社会性という指標で、図 1 の通りマト
リクスにまとめる。
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高年齢者が定年後に進む道

雇用総出力と社会性は、現在の日本経済の状況を鑑みると必要なファクターであると考
えられるため指標として選んだ。これらが高いということは、現在の日本経済においてよ
り必要度の高い就業形態と考えられる。マトリクスより『起業』である「営利法人設立」
や「非営利法人設立」が雇用創出力と社会性がともに高いと言える。そして『起業』の中
でも特に雇用創出力がより高いと考えられる「営利法人設立」に絞り、『起業』を果たす
高年齢者を増やすために必要なポイントについてインタビュー調査を中心に考察する。

Ⅲ

起業

「起業」と聞くと、若い人がするもので高年齢者は不利という考え方があるかもしれな
い。ティモンズ（1997）は、起業家に必要な条件として「起業家に特有な独創性や革新性
といった能力だけでなく、経営能力や事業のノウハウ、十分な人脈を兼ね備えているこ
と、経験の習得を偶然に任せることなく自ら経験の学習をしていること、慎重な準備と計
画の策定をしていること」と述べており、起業家の個人的な特性も起業成功に強く影響す
ると言える。また、松田（2005）は「志の高さ、感性、先見性、タイミングのいい決断力
と並んで経験」を成功する起業家の特徴として、伊丹 + 伊丹研究室（2003）は、「高年齢
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者には共通して「資金」
「能力」
「人脈」の『三つの蓄積』と「定年」「勤務時間」「裁量」
の『三つの自由』があるため、起業に向いている面が多い」と述べている。これらを通し
て高年齢者の起業について考えると、体力的な面での不安材料もあるが、経験や知識とい
う点では若い人よりもむしろ有利ではないかと考える。
日本の起業に関する近年の傾向は、50 歳代 60 歳代の起業者が増加しており 3、起業に
おける雇用創出への影響も大きいと言える。しかし、世界的に見ると日本の新規開業率 4
や起業家の認知はとても低く、先進国の中で最下位レベルを保ったままである 5。

1. 高年齢層による新規開業の動向
日本における創業者と創業希望者の年齢構成であるが、2006 年版中小企業白書による
と 50 歳以上での創業者は 35.8%と高い。創業希望者は、50 歳代が多く 20%を超え多く、
定年後に創業をしたいと考えている人が多いことがわかる。50 歳以上の総数では 37.2%が
創業を希望しており、高齢化が進むとともに今後、高年齢での創業者、創業希望者も増加
してくるものと考えられる。
（図 2 参照）
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資料：総務省「就業構造基本調査」（2002 年再編加工）
（注） 1. 創業者とは、過去一年間に職を変えた、あるいは
新たに職に就いた者で、現在は非一次産業の自営
業主（内職者を除く）となった者を指す。
2. 創業希望者とは、転職希望者及び就業希望者の中
で「自営業」と回答した者を指す。
図2

出典 : 中小企業庁

中小企業白書 2006

創業者・創業希望者の年齢比較

3		 日本政策金融公庫「新規開業実態調査」（2007 年）「開業時の年齢の推移」より。
4		 本研究では、開業や創業は、起業と同意と捉える。開業率とは、中小企業庁「中小企業白書」（2008）
より、当該年度に保険関係が新規に成立した事業所数＋前年度末の適用事業所数× 100。
5		 日本の新規開業率の推移は、中小企業庁「中小企業白書」（2008 年）より。起業家の認知の推移比較
は、高橋徳行（武蔵大学）「わが国の企業活動の特徴」日本生活金融公庫「新規開業白書」（2007 年）
より。
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図 3 より、高年齢での「創業者」は、1992 年から 2002 年の 10 年間に約 6 倍に増えて
いる。創業準備者も約 7 倍に、創業希望者も約 4 倍に増えており、2002 年には 14 万人を
超えている。特に創業希望者は 1997 年から 2002 年の 5 年間で約 3 倍弱と急激に増加して
いることがわかる。
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資料：総務省「就業構造基本調査」再編加工
（注） 1. 創業希望者とは、転職希望者及び就業希望者の中
で「自分で事業をしたい」（1979 年〜1997 年）
又は「自営業」（2002 年）と回答した者を指す。
2. 創業者とは、過去一年間に職を変えた、あるいは
新たに職に就いた者で、現在は非一次産業の自営
業主（内職者を除く）となった者を指す。
3. 創業実現率 = 創業者数／創業希望者数
4. ここでは、高齢者とは 65 歳以上の者を指す。
出典 : 中小企業庁
図3

中小企業白書 2006

高年齢層の創業動向

2. インタビュー調査
次に、実際に高年齢で起業した起業家へのインタビューを通し、設立動機や事業継続に
おける重要ポイント、そして高年齢の起業家の特徴などを考察する。
インタビューは、学内教授からの紹介などを通し、研究テーマに沿ったインタビューに
関する事前アポイントを取り、2008 年 5 月〜 6 月に各自の事業所にてインタビューを行っ
た。協力頂いた起業家 5 名とは、インタビューの質問内容についての事前打合せはなく、
初対面もしくは 2 度目の面識である。質問事項は、誘導や恣意性を感じられる表現は避
け、回答可能な質問にだけ答えて欲しいというスタンスをインタビュー開始前に伝え、イ
ンタビュー協力者とコンセンサスを得た。また、協力者に答えてもらいやすいインフォー
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マル形式の雰囲気作りを心がけた。質問項目以外の話をされたり、関係資料を見せて下さ
るなど、協力者の仕事場でのインタビューは、終始和やかな雰囲気であった。各企業の概
要は、章末の付表に記載する。
起業者へのインタビュー調査概要とインタビュー内容を以下の通りまとめる。
・調査時点 :2008 年 5 月〜 6 月
・調査対象 : 高年齢層で営利法人を設立した合計 5 名
・対象内訳 : 営利法人設立者 : 男性 4 名・女性 1 名
・調査方法 : 訪問による聞き取り調査（個人インタビュー）
・調査場所 : 各調査対象者の事業所

表1

起業者へのインタビュー内容（①②③④⑤は、付表の番号に対応）

起業前の職業 ①大手系航空会社勤務後、他航空会社にて社長（運輸・航空業）
と
（現在の事業） ②機械整備、メンテナンス会社社長（高年齢者人材派遣業）
③大手商社にて海外駐在勤務（コンサルティング業）
④病院内で理学療法士として勤務（理学療法士として独立）
⑤大手電器メーカーで営業職として勤務（刻印商品の製造販売業）
設立動機
①新規空港の事業プランを頼まれてやっていたら、
「じゃあ、それでやってくれ」
となった。
② 60 歳以上の人が再び活躍できる新しい仕組みを作るべきではないかと感じた。
③自分の知識や経験が若い人の役に立てば嬉しい。社会との関係を持ち、還元し
たい。
④診察料や診療制度がネックで病院に行きたくても行けない人が多く、この現状を
何とか変えたいと感じていたから。
⑤全て自分で好きなようにしたいと思った。コンサルタント事業の顧客企業の再建
策を通して事業化しました。
設 立して一 番 ①一番最初に飛んだ時（笑）初就航の時。周りは誰も本当に飛ぶとは思ってなかっ
嬉しかったこ たよ。
と
②従業員が仕事の中で感謝されるようになったと言ってくれたこと。また、従業員
の家族から感謝の言葉をもらったこと。
③友人の部屋の間借りから、自分の城である現在の事務所へ移転できたこと。
④お客さんが「身体が良くなった」と喜んでくれること。
⑤自分の努力が儲けという形になったとき。人の役にたっているということだから。
設立前後の困 ①人・カネを集めることです。今も大変です。また、新規で飛行機を飛ばすそうと
難、失 敗そし 思っている会社を信用してもらうのに苦労しました。
て克服方法
②雇用可能な契約年数を具体的に定めてなかったため、
（期間の定めのない雇用
契約）健康問題に対する従業員との相違があり裁判になったことです。示談で和
解しました。
③個人では、経営者は会ってくれないので仕事がとれないこと。色々なノウハウを
得るため、セミナーや講座に通いました。
④財務や経営、登記の書類作成など開業の知識を得るために、起業を支援してく
れるところへ通い勉強しました。
⑤一緒に仕事をしていた人に逃げられ、その事業全てを失いました。その後の半
年ほどは大変で、あらゆる仕事をしました。
資金調達方法 ①県下主要企業（主に市）と海外のファンド。
②開業当初は、助成金が役に立った。
③共同設立者の出資のみで、借入れなし。
④助成金と個人支出のみ。借入れしてまではしたくなかったです。
⑤退職金等で特に問題なかった。
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① IPO を目指しています。
②ボランティアや組合など他の形態もあったのですが、長い目で見て仕事、ビジネ
スに甘えを出さないため。上場は考えていません。
③ 1 円株式会社特例制度があったから株式会社にしました。NPO では、依頼に
対して No が言えないし、株式会社の方が社会的なバリューがあるので仕事がしや
すいから。
④当初、NPO 法人を考えていたが、副会長をしている日本 PNF 協会との兼ね合
いでできなかった。
⑤事業設立時は、1 円で株式会社が設立できたから。
①信念が生まれたら、やり続けること。自己責任で即決し行動する強さをもたない
といけない。
②何の為に経営するのかというコンセプトの力。社会課題の解決力。
③理念、コンプライアンス。
④夢と方向性を見失わないこと。
⑤ビジネスに対するポリシーを伝え、色々な人の力をどう発揮させるか。
①ロケットを作ることかなぁ…。
②電気や機械は好きだったけど…。
③世界へ行ける船乗り。
④看護師以外で医療分野の仕事。
⑤特になかったなぁ。

〈考察〉
インタビュー協力者 5 名に共通していたことは、真剣にそして楽しそうに仕事の話をさ
れていた。また、声を出してよく笑って話をし、ポジティブでプラス志向な方々と感じ
た。これは、一般的な起業家の特徴と考えられる。また、前職の経験を活かし、その技術
やノウハウを持って起業する場合が多く、前職と同じ業界か関連知識を活かせる業種での
起業を選択していると言える。職業選択という別の角度から考えると、幼い頃に就きた
かった職業（夢）を 5 名は遠からず選択している傾向がある。本件は、高年齢での起業家
の特徴と言えるかもしれない。
次に 5 社の雇用創出力をみる。一般的に設立年数が長い程、雇用創出力は高いと考え
られるが、本研究では、事業継続中の雇用変動もあるため設立からの年数は問わない。今
回の 5 社とも、程度の差はあるが雇用の創出はプラスと言える。①②が雇用の創出度は
高く、創業時と現在のスタッフ数を比較してみると、① 3 名→ 429 名
③ 10 名→ 10 名

④ 4 名→ 4 名

② 47 名→ 594 名

⑤ 1 名→ 7 名（派遣含む）となっている。創業時の

雇用創出だけではなく、事業拡大とともに雇用が増大するケースが見受けられる。高橋
（2003）は ｢全体の 4 〜 8%のガゼルが、全体の 70 〜 75%の雇用を生み出している｣ とマ
サチューセッツ工科大学のデービット・バーチ氏による地域経済開発に関する調査をもと
に述べ、中小企業の全てが同様に大きく雇用創出している訳ではなく、一部の企業に偏っ
ていることがわかっている。ガゼルとは、雇用創出力と成長可能性の高い中小企業を指
し、まさしく①②のケースと言える。ただ、程度の差はあるものの営利法人設立における
雇用創出力は概ねあると言え、
（1）
“起業時のハードルをいかに越えるか”（2）“より多く
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の人を巻き込めるか”
（3）
“長期的な事業成長をいかにできるか”の点がより高い雇用創
出力を生むポイントと考えられる。
次に、5 名の設立動機からみる。問題を自分の知識や経験を使って解決し、誰かの役に
立ちたいという動機の人が大半である。自分の得意分野を社会の中でどう活かせるのかを
自分自身で考え、周囲の人の問題解決に活かす傾向が強い。
【設立動機】
①他人からの依頼②社会問題の解決として③自分の経験を活かし、役に立ちたい
④社会問題の解決として⑤独立志向
次に、高年齢での営利法人設立における困難とその克服方法を、以下の通りまとめる。
【営利企業設立における困難】
1）資金 2）人材 3）財務、登記などの開業知識（サラリーマンからの起業の場合）

表 2【困難の克服方法】（①②③④⑤は、付表の番号に対応）
1）資金
退職金の利用③④⑤
助成金の利用②④
金融機関①
企業からの投資②
海外ファンド①

2）人材

3）財務、登記などの開業知識
（サラリーマンからの起業の場合）
前職で得た人脈を活かす①②④ 地域で開催している、開業セミナーに通う③④
学生時代の人脈③
関係資格の取得⑤
独立後に得た人脈⑤

資金に関しては、特に運転資金でボトルネックとなっている場合が多い。欧米との投資
金額の格差はかなりあり 6、日本でもベンチャーキャピタルからの投資を幅広く受けられ
るような仕組み作りが必要であろう。起業家の負担が大きいと言え、新しい企業を資金面
でフォローできる環境作りが必要と言える。
次に、事業継続上での重要なポイントをキーワードでまとめる。
【事業継続上の重要ポイント】
「理念」「信念」「コンセプト」「夢」「方向性」「ポリシー」
各自の起業までの背景や業界の違いによる差異は、見受けられなかった。自分がしたい
ことを明確にし、明確になれば進み続けることが重要であると言える。そのためには、ま
ず「自分は何がしたいのか」をしっかり考えに考えを重ねるしかない。サラリーマンであ

6		 GEM 調査「ベンチャーキャピタル投資総額が国内総生産（GDP）に占める比率」より、日本はアメ
リカと比較しても 10%程度に過ぎず、毎年世界の中でも最下位レベルである。
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れば、キャリアの棚卸しをし、自分を見つめ直す時間をしっかりと持つことが大切である
と考えられる。また、幼い頃の夢との関連を考えてみても、より早い段階から「自分がし
たいこと」｢自分が好きなこと｣ を考える習慣を持つことが重要かもしれない。
次にインタビューをした起業家の特性をまとめる。まず、5 名ともに共通していると考
えられる特徴をあげ、そして、起業までの背景や事業規模などで①②をガゼルである「ハ
イポテンシャル型」
、③④⑤を「身の丈型」と分け、それぞれの特徴をあげる。
【5 名の起業家に共通すると考えられる特性】
・
「楽しむ」ことを忘れない
・ポジティブである
・大らかさがある
・幼い頃就きたかった職業（夢）と、近い職業や事業を選ぶ
・目標達成意識が高い
・困難を他人のせいにしない
・他者との競争ではなく、自分との戦いをしている
【ハイポテンシャル型の起業家に共通すると考えられる特性】
・事業性と社会性のバランス感覚が良い
・サラリーマン時代からこだわりを持って自分の進路を決めている
・事業分野だけではなく、日本社会の課題を考えている（視野が広い）
・発するパワーが強い
・言葉に力と説得力がある
・志、上昇意識、改善意識が強い
・自分を表現することが上手い
【身の丈型の起業家に共通すると考えられる特性】
・ワークライフ・バランスの取り方が上手
・好きなことを仕事にしている
・大きな事業にするために高いリスクに挑戦するという意識はない

高年齢者就業の諸形態

153

付表 1 【インタビュー企業 : 営利法人】（内容はインタビュー当時）
性別・年齢
法人名称
事業内容

①H氏
男性 59 歳
A社
運輸・航空会社

資本金
売上高

58 億 3300 万円
158 憶円

②H氏
男性 65 歳
B社
人材派遣、人材サービス
等の人材総合サービス
1,000 万円
17 億円

△ 15 億円

1,000 万円

経常利益
従業員数
設立時の年齢
設立時の人数
初年度売上
黒字までの年数

Ⅳ

③S氏
④H氏
男性 65 歳
女性 54 歳
C社
D社
コンサルティング業務
身体障害者に対す
（経営・技術・財務）
る運動療法・支援
460 万円
400 万円
1,188 万円
約 5,000 万円
（エンジニアリング関連含む）
─
─

594 名
429 名
（2008 年1月1日現在） （2008 年 1 月 1 日現在）
53 歳
47 歳
3名
47 名
6 憶円
1 億円
未
10 年

⑤M氏
男性 58 歳
E社
刻印商品販売
950 万円
1,000 万円弱
─

共同で 10 名

4名

7名
（派遣含む）

61 歳
共同で 10 名
約 1,000 万円
1年

52 歳
4名
479 万円
未

56 歳
1名
─
未

本研究のまとめと今後の課題

これまで、インタビュー調査から高年齢者における起業（営利法人設立）について考察
してきた。特に高年齢者の起業は、前職までで得た豊富な経験や知識、技術、人脈を活か
すことができ、社会の中で「自己実現」が可能な就業形態と言える。そして、新たな雇用
の創出が期待できる就業形態としても有望であると考えられる。1 人でも多くの成功者が
輩出されれば、日本経済の未来に活力を与えるに違いない。本研究を通して、高年齢者が
開業のハードルを越え、事業継続を可能とするために、本人だけでなく、国・行政、民間
企業それぞれの立場でできる支援策を以下の通りまとめる。
• キャリアの棚卸をする機会を定期的に持つ
• 本当にやりたいこと =「自己実現」したいことを明確にする（そのために考える時間を持つ）
• 仕事で自己実現できる方法を考える
本人

• マネジメント面（人・カネ・物・情報）を早めに計画し準備する
• 無理をせず、あきらめない事業計画を作る
• 運転資金を確保できる仕組みを作る
• がんばらずに楽しみながら事業を継続する
• 助成金や情報提供の場についての広報
• 起業家の認知度を上げるための広報

国・行政

• インキュべーションを充実させるための環境づくり
• キャピタルを促進させる環境づくり
• 起業家教育を促進させる
• キャリアプランニング研修の実施

民間企業

• 社内ベンチャー制度を促進させる
• 起業家育成に対しての意識を持ち投資する
•CSR としての社会起業家の育成支援
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経済的な場面では、社会的交換理論として「貨幣」が交換のメディアとなり、報酬や賃
金を労働の対価として支払われる。しかし、高年齢者は、「感謝」や「生きがい」「自己実
現」といった「貨幣」以外の交換も多くなる。今回は、まず越えるべき開業というハード
ルと事業継続というポイントにフォーカスして、成功者の経験を基に考察したため、高年
齢で起業を果たした成功者の「生きがい」と「貨幣」の関係は明らかにできなかった。こ
れらは、今後の課題とする。
一度しかない人生を起業という形で「自己実現」し、夢や希望を追いかけながら「生き
がい」を感じる高年齢者が増え、彼らが日本における雇用創出の活力源になることを期待
する。
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