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40代からのライフワーク
「40 代」のあなたは今、
仕事に熱中できているだろうか？
満足のいく毎日が送れているだろうか？
誇れる生き方をしているだろうか？
この本は、あなたが「一生情熱を傾けることができ
て、かつダイナミックに社会に貢献できるライフ
ワーク」に出会うための、手引書だと思ってほしい。

40代からのライフワーク

「四十にして惑わず、五十にして天命を知る」という言葉が示すように、
一生通して働き続けられる仕事、ライフワークに、
40代から取り組んでいく社会的必要性が、高まっている。

“人口動態から予想される経済力”を前提にすれば、
日本は今後、大幅な経済成長は期待薄で、
かつてなら“安定の象徴”だった企業組織にのみ、

40 代が「時代のはざま」に
橋を架ける

人生を預けておくのは、非常に大きなリスクとなったからだ。

上場企業が実施する「希望退職募集」 は年々増え続けているし、
そこに震災のような不確定要素が加わると、
“安定的な雇用”は、もう、あたりまえのようには望めない。

また、仮に定年まで勤めあげたとしても、
その後、生活していくにあたって
年金収入だけをあてにするのも、どうにも心もとない。
「健康である限り、生涯働きたい」というニーズは確実に高まっている。

こうした将来的な社会情勢のもとでは、
転職・再就職という選択肢に加えて、
「起業スキルを身につけ、ライフワークを立ち上げる」という選択肢を
誰もが持てるにこしたことはない。

40代からのライフワーク

しかしながら、
いわゆる組織の庇護のもとで得たスキルと、
「起業に必要とされるスキル」は多々異なるため、

case1

今、いきなり独立することには、大きな不安がつきまとう。

さらに、40代ともなると
住宅ローンだったり、子どもの教育費用だったり、
何かと資金も必要で、「起業するから」といって、
いきなり収入を途絶えさせるわけにもいかない。
そうこうするうち、「四十にして立つ」を、
断念せざるを得ないケースも少なくないようだ。

それでも
「なぜそんな“良い会社”にいるのに辞めちゃうの？」と言われても、
「起業・独立」という選択をし、着実に軌道に乗せている人たちはたくさんいる。
ここで紹介するのは、そうした“人生におけるイノベーション”を起こした人たち。
何が儲かるかで仕事をするのではなく、何に情熱を持ち続けることができるかの答え、
つまり「ライフワーク」を見つけた人たちだ。
彼、彼女は40代で奮起し、まさに時代のはざまに橋を架けつつある。
これからの「知識創造社会」に向かい、すでに歩み始めた一人ひとりのストーリー。
ここから、あなた自身が前に一歩踏み出すためのヒントを、見つけてほしい。

（本誌に登場いただいた方々の取材は、
2012年1～2月に実施いたしました）

－40代の自己効力感－

自分だから、
できる。
信じて踏み出した道
“人生なかば”
の、
40代。
現状に十分満足していても、
「このままで悔いはないか」
と、
思いがよぎることもある。
そこから自問自答し、
熟慮を重ねること、
家族や仲間を味方につけて実現するのが、
私たちの独立
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宿野部武志
（43歳）

株式会社ペイシェントフッド 代表取締役

－40代の自己効力感－自分だから、
できる。
信じて踏み出した道

「安定した生活」を捨てても、
成し遂げたかった夢
「おれ、ソニーを辞めるよ」
そう告げると父は泣き、母は困惑した。宿野部武志さんは、い
まだに父の泣き顔がショックで忘れられないと言う。
会社では、上司や同僚に恵まれた。人事・総務部門でキャリア
を積ませてもらい、やりがいのある仕事に携われた。もちろん待
遇も良かった。それなのに、なぜ会社を辞めるというのか？

彼

の両親ならずとも、そう思うかもしれない。
宿野部さんは、人工透析患者である。18歳になってから毎週３
回、各回４時間の透析を受けていて、健康面で不安を抱えた身。
一人息子の将来を案じる両親の思いに負けて、彼もいったんは辞
表提出を思いとどまった。ところがその後、長年にわたる人工透
析の合併症から副甲状腺機能亢進症に罹患し、全身麻酔の大手術
を受けることになった。彼は病床で自らの人生と生き方について
思いを巡らした。考えるほど、
「ここで死んでも悔いはない」とは、
言い切れなくなったそうだ。
「結局、『退職して事業を興したい』と両親に告げたときから、
その思いは何一つ変わっていなかった。目先の安定を捨てても、
僕にはやりたいこと、
すべきことがあるという結論に達しました」
そうして彼は、14年間勤めたソニーをついに退職した。

妻との出会い、
妻の支え
大手企業の看板を捨てても「やりたいこと」。それは、病気と
の闘いを通じて、
あたかも天恵のようにもたらされたものだった。
３歳のときに原因不明の慢性腎炎を発症。小・中学校は入退院の
繰り返し。人工透析を受け始めたのは18歳のとき。透析からは一
生逃れられない運命だ。腎細胞癌にもかかった。摘出すれば完治
するとの診立てだったが、このときばかりは「死を覚悟した」と
言う。そんな宿野部さんだからこそ、「患者の痛み、悩み」が人
一倍理解できる。患者を支える家族の思いも、誰よりわかる。
「今
度は自分が透析患者の役に立ちたい」と、思った。医療・福祉の
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－40代の自己効力感－自分だから、
できる。
信じて踏み出した道

仕事こそが、彼の「やりたいこと」であり、
「やるべきこと」だっ

そのために「透析生活アドバイザー」と名乗ることも決めた。

たのだ。長年の闘病生活は彼に苦難を強いたが、同時に折れない

透析患者は、一人ひとり生活環境も体や心の状態も異なる。例え

心も育んだ。

ば「旅行に行きたい。運動がしたい」などの希望もある。そんな、

ソニー退職後、ソーシャルワーカーになるため、合格率30％の
難関である社会福祉士の国家資格を取得した。専門学校に1年間
通い、みっちりと勉強を続けた。そのときの同級生を通じて知り
合ったのが、現在の妻である。

それぞれの異なる声に真摯に耳を傾け、その患者に合ったものを
提供していきたいと、彼は言う。
「例えば昨年、“透析カフェ”というイベントを実施しました。
カフェ風の空間を演出して患者や家族を招き、そこで透析患者用

「会社を辞めていなかったら、妻にも出会えなかった。交際当

の食事を、食品会社と組んで提供する。その商品（食事）の感想

※

初から、彼女は僕のブログをずっと読んでいてくれていました

などをまとめ、マーケティングレポートにして会社に提示するわ

１

けです。これは好評で、今後も継続していけそうです。世の中に

。自分で言うのも照れくさいが、『決して生き方がぶれない人』

と、彼女は思ってくれたらしいんです」

は透析患者のためになるサービスがたくさんあるのに、意外と知

専門学校卒業後は社会福祉法人に勤務、2010年９月にペイシェ

られていないことが多く、僕はそうした情報やサービスと患者さ

ントフッドを設立した。透析患者の立場にたった病院・医院運営

んたちをおつなぎしたいと思っている。何の情報ももたらされな

のコンサルティング、
透析患者と家族からの医療相談業務の受託、

い透析患者は、病院と自宅をただ往復するだけ。生活するうえで

透析患者向けの商品開発等が事業の柱だ。

の楽しみや生きるモチベーションがないと、体ばかりか精神的に

「今は、社員は私1人ですが、妻もいずれは会社を辞めて、一緒
にこの事業をやろうと言ってくれています」
生涯の伴侶との二人三脚で、彼の夢は大きく膨らむ。

「当事者」
だからこそ、
まっとうできる

もつらい。だからこそ、『透析はつらいが、そんな中でも楽しみ
や目標や夢や生きがいを見つけましょう』と、提案していきたい
のです」
宿野部さんは
「会社に勤めていた頃に比べると収入は減ったが、
後悔はしていない」と言う。
「『会社が嫌になった』『お金儲けがしたい』といった理由で起

透析患者は全国に約30万人

※２

。その多くの人たちのために何

業しても、うまくいかないと僕は思っています。迷いがあるな

ができるか。宿野部さんは設立以来、医療従事者向け専門誌で執

ら、むしろ辞めないほうがいい。迷っているということは、本当

筆を行うなどして、足場を固めてきた。昨年末からは「透析患者

にやりたいことがないということですから。逆に、どうしてもや

と家族と、病院との架け橋になるものを作りたい」というある病

りたいことがあるなら止められようともやるしかない。給料がな

院長の要望を受け、患者会を巻きこんだコミュニケーションツー

くなっても、将来の保証がなくなっても」

ル（広報誌）の作成も行っている。
「今年からは、
次のフェーズに進みます。それは『透析患者が困っ
ていることなどを解決し、その望みを叶えたい』ということ。つ

「あのまま会社勤めを続けていたら、
『やり残した』という思い
がわき、いずれどこかで後悔しただろう」と、宿野部さん。
「この先、挫折もあるかもしれない。それでも決して後悔はし

まり『透析患者のトータルサポート』が、次なるアクションです」

ない。己の志に向かって、まっすぐに突き進みます！」

※１/
「透析に関わるすべての人の幸せのために」
http://ameblo.jp/921124/

※２/社団法人日本透析医学会
「2010年末の慢性透析患者に関する基礎集計」
より
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・たけし 43歳
宿野部武志 しゅくのべ
株式会社ペイシェントフッド代表
1968年生まれ 埼玉県出身
1992年

㈱ ソニー入社。人事・労務・給与業務等に従事し、社内の各種プロ

2006年

同社退職。2年後、社会福祉国家資格取得。社会福祉法人に入職、ボ

2010年

㈱ペイシェントフッド設立。透析患者の立場にたった病院・医院運

ジェクト、改善活動、労務問題対応等を経験
ランティアコーディネーターとして地域福祉向上に従事
営のコンサルティングを行う
※九州大学大学院医学研究院「医療決断サポーター養成講座」第4期修了。東京
大学大学院医学系研究科・医療倫理学講座「患者相談・臨床倫理コンサルテー
ション実践セミナー」修了

「ペイシェントフッド」は、透析患者の満足度向上を目指したコンサルティング、患者から信頼され
るスタッフを育成する研修・講演等の実施、透析患者でもある専門家による医療相談の受託という
３本の柱を持って、
「 選ばれる透析施設」の実現に向けたプログラムを提案する。資本金は300万
円。設立者は宿野部さん1人だが、家族はもちろん、彼が退職後に通った大学、あるいは透析施設の
医師、ソニー時代の仲間など、多くの仲間が、その活動を応援している。
■http://www.patienthood.net/

宿野部さんの一問一答
会社員だった頃の経験は、活かせている？
Ａ： 会社で受けたさまざまな研修は、
ビジネスモデルを構築するうえで、
大変役に立ったと思います。
しかし、
医療に特化した部分での相談や
コミュニケーション術は人事時代の面接スキルだけではまかなえない
ので、
社会福祉士の勉強を通じて、
また医療決断サポーター養成の講
座に通うなどして身に付けました。新たなことを始めるには、
やはり
“既に持っている武器”
だけでは難しいでしょうね。
起業するぞ！

の支えになったのは？

Ａ： やはり、
「やりたくてしょうがない！」
という気持ちです。
そして、
応援し
てくれる大学や病院の先生方と、
妻ですね。
僕の状況や気持ちをすべ
て知ったうえで、
共感してくれて、
「事業を手伝う」
とまで言ってくれる
妻は、
公私ともにかけがえのないパートナーです。
10年後、どんなことをしていたい？
Ａ： ペイシェントフッドを、
僕と同じような透析患者の雇用の場として活
用することを目指します。
僕も、
彼らと一緒に、
活き活きと仕事をした
いと思います。そうして、
「患者の、患者による、患者のための透析治
療」
を掲げる当社ならではの提案、
患者のためになる提案をしていき
たいですね。
それと、
今までになかったビジネスモデルであり、
当然苦
労を伴いますので現実収益はまだまだですが……、
「ソニー時代の年
収を超える！」
も目標です。
結構、
高い目標ですが
（笑）
。
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－40代の自立－

「責任ある仕事」
の経験
あればこその選択
仕事の裁量、
時間の使い方、
ワークスタイル…
責任ある仕事を任される立場になるほど
セルフコントロールは難しくなっていくもの。
「自分にとって本当の幸せは？」
をつきつめると、
働き方はたった一つではないと気付ける

い の う え ・ と し か ず

井上俊一
（42歳）

ユニバーサルナレッジ株式会社 代表取締役

「一歩踏み出す勇気」が、
人生を変えた
家電量販店「ヨドバシカメラ」の通販サイト・トップページの
検索マドに、「あ」と１文字入力すると、「アップル」「アップル
iPad2」といったキーワードがたちどころに10個表示される。ア
クセスした人（顧客）が多くの商品の中から、買いたいもの探し
たいものを効率的に見つけることができる仕組みだ。これはヤ
フーやグーグルのような検索エンジンではおなじみの「サジェ
スト検索（商品検索）」という機能だが、導入している通販サイ
トは約３割程度。そこに商機があるとにらんだ井上俊一さんは、
2011年２月、通販サイト向け検索やコンサルティング事業を開始
すべく、ユニバーサルナレッジを設立したのだ。現在、
「ヨドバシ・
ドット・コム」はもとより、さまざまな企業から、彼の開発した
「S3」
（サーチ・サポート・サービス）に引き合いがきている。

時代の寵児となるＩＴ企業各社で、
重責を次々担う
井上さんにとって「検索サービス」の開発は、天職だった。自
称「コテコテの理系人間」
。大学・大学院と進むにつれ、「技術者
として検索エンジンを開発したくなった」という。1990年代後半、
シリコンバレーはネットバブルに沸いていた。その空気にじかに
触れたくて、当時Yahoo!と肩を並べていた検索エンジン大手の
Excite Inc.（米国）に履歴書を送り、首尾良く入社。しかし勤務
地はシリコンバレーではなく東京だった。国内で同社の検索サー
ビス事業を立ち上げたのは、井上さんを含む社員７人。人手が足
りず、ルータ設定、カスタマーサポート、社員採用まで携わった。
「何でも自分でやらねばならない」という経験は、後に起業する
彼の糧となった。
同社が倒産※し、検索エンジンはグーグルに引き継がれた。エ
キサイトでの開発業務がなくなり未練もなくなった彼は、同社を
退職後、ヤフーに転職。それからの彼の人生は、ネットサーフィ
ンならぬ「検索サーフィン」。高い波を欲し、波を乗り切れば次
はさらに高い波、新しい波を目指すようになっていったというわ
※1997年に
「エキサイト
（日本法人）
」
設立。
2001年、
親会社が破綻。
翌年から伊藤忠商事の子会社となる

－40代の自立－
「責任ある仕事」
の経験あればこその選択
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－40代の自立－
「責任ある仕事」
の経験あればこその選択

けだ。 エキサイトが独自の検索

「検索サービスの開発に10年以上打ち込んできたが、
もはやグー

サービスを立ち上げようとしてい

グルに勝てるプレーヤー（企業）もなさそうだ。今から同じよう

たように、ヤフーもYST（ヤフー・

な検索サービスの開発を、
どこかに雇われて行うつもりはないと、

サーチ・テクノロジー）という自

感じていました」

前のアルゴリズム・エンジン開発

バイドゥを辞めた後、
「商品検索の改善を手伝ってほしい」と、

に乗り出していた。 それは彼に

ヨドバシカメラに依頼された。他にもいくつか同じような話が舞

とって、チャレンジしがいのある

い込み、“これまで見えてこなかった新たなビジネスチャンス”

仕事だった。

が見えてきたように思えた。

しかし対グーグルとの開発競争の中、ヤフーでの仕事に先細り
を感じ始めた井上さん。あるとき中国の検索エンジン大手バイ

そこで彼は、ヤフーとバイドゥで共に働いてきた仲間２人と、
ユニバーサルナレッジを立ち上げた。

ドゥから声がかかった。今や検索エンジンのグローバル・プレイ

「会社を作る前に仕事が先に飛び込んできたといった感があり

ヤーは、グーグル、ヤフー、バイドゥ、マイクロソフトの４社。

ました。設立４カ月目から黒字化、初年度売上高5000万円となり

「グーグルのような“完成した企業の歯車”にはなりたくなかっ

ました。今手掛けているビジネスだけで、７～８人でまわして年

た。アジア唯一のプレイヤーであるバイドゥの日本事業を、イチ

商５億円はいける。そうすればガンガン給料を上げますよ（笑）
。

から立ち上げる仕事に惹かれた」

儲かれば社員全員が年収2000万円でもいい。バイドゥの社長だっ

こうしてバイドゥ日本法人社長に就任したものの、いやという
ほど「雇われ社長」の悲哀を味わうことになる。

た頃に比べて僕個人の収入は減ったけれど、今は“信頼できる仲
間やお客さまと共に働く楽しみ”があります」と井上さんは言う。

「ビジネス全体におけるオーナーシップを持たないため、最後

エキサイトもヤフーも、バイドゥも、彼が入社したころに比べ

は、本社サイドの指示をそのまま飲み込まざるをえないことも

ると、事業規模や従業員規模は格段に成長している。そのかげに、

多々あった。『これじゃあ、僕がいてもいなくても同じだ』と思

少なからず井上さんの働きがあったことは確かだ。

いました」

そうして次々に高い波を乗りこなしてきた井上さんは、あえて

“潮時”を感じた彼は、2010年末、バイドゥ日本法人社長の職
を辞した。

少人数での出発に挑んでいる。愛する家族のために、信頼してや
まない仲間たちのために、そして自分自身のために。

わずか３人で再出発！

「いかにも自信あるように聞こえるかもしれないけれど、内心
は不安の塊でしたよ。起業前後は、もうグルグル悩んでいました。
でも結局、最初の一歩を踏み出さないことには、どんなに考えて

「自分にとって、本当の幸せって何だろう」、そんなことを考え

悩んだところで二歩目は見えてこないんです。次の一歩を踏み出

るようになった井上さん。家庭では、幼い2人の子どもの父親。

せば、その次の一歩も見えてくる。起業って、そんなもんじゃな

子どもたちと、“今この時”をできるだけ一緒に過ごしたいとい

いかな」

う気持ちがある。自分の時間をコントロールできない「雇われる
生き方」は、もうこりごりだ。

case2

・としかず 42歳
井上俊一 いのうえ
ユニバーサルナレッジ株式会社 代表取締役
1969年生まれ 東京都出身
1995年

セコム㈱ＩＳ研究所に入社

1998年

同社退職後、エキサイト㈱へ転職。退職時はＣＴＯ

2004年

同 社 退 職 後 、ヤ フ ー ㈱ へ 転 職 。検 索 事 業 部

事業部長として、

ヤフー検索の開発およびビジネスの総指揮をとる。
「 Yahoo!検
索／Yahoo!知恵袋／Yahoo!カテゴリ／Yahoo!辞書／Yahoo!翻
訳／Yahoo!ブックマーク」など、あらゆる検索関連のサービス
を創出。またオーバーチュアジャパン買収交渉の指揮もとった
2008年

同社退職後、バイドゥ㈱の代表取締役社長に就任

2011年

バイドゥ㈱を2010年に退職し、ユニバーサルナレッジ㈱を設立

case3

「ユニバーサルナレッジ」は、
“インターネットを用いて「人と人」
「人と情報」をつなげることによ
り、
「知の分かち合い」を進める／単なる情報の羅列ではなく血（知）の通った情報を提供する／知
識と情緒の融合したサービスを提供する”というビジョンを掲げ、インターネットサービス事業、
ＥＣサイト向け検索、コミュニティコンサルティング事業を展開する。同社のワークスタイルはい
わゆる「ノマド・ワーキング」で、カフェや顧客先など“自分の居場所”を確保し、集中的に仕事を行
う。これに共感し、連携・協調できる仲間が集まり、運営。
■http://universal-knowledge.jp/

井上さんの一問一答
10年後、どんなことをしていたい？
Ａ： いつの時代も必ず必要とされる
「定番商品・サービス」
を作りあげた
い。
“ＩＴ＝トレンドだけを追う”
のではなく、
“定番をベースに、
新たな
チャレンジをしたい”
と考えます。
これから独立・開業したい人へ伝えたい想いは？
Ａ： 私は独立前、
「自分にとって幸せとは何か」
をたくさん考えました。
自分
にとって幸せな状態とは、
「信頼できる仲間と自分たちが信じることを
して、
その結果、
お客さまに喜んでいただくこと」
でした。
また、
愛する
子どもたちが小さいうちに、
できるだけ一緒に過ごしたいとも思いま
した。
これらを叶えようと思えば、
自分で
“自分の人生のオーナーシッ
プを持つこと”
が重要で、
誰かに雇われていては実現できません。
「場
所と時間と金の制約を受けずに働こう」
と考えたら、
起業しかないとい
う結論を得たわけです。
これから独立・起業する人は
「自分の幸せの基
準」
を見つめ直すことをお勧めします。
「自分の幸せの基準」
は、
他人か
らみてどうか？ではないはずです。
独立することによって、
自分の理想
とする幸せな状態へ近づくことができるかどうか、
考えてみてはどう
でしょう。

－40代の成長－

「今」
だから出会える
チャンスと人がいる
「考えているだけ」
では、
ハッピーな明日はやってこない。
目の前にチャンスがやってきたら、
何はなくとも
食らいついてみる。
そんなチャレンジができるのも、
気力と体力が充実している
「今」
だからこそ！

く

ぼ

か

わ

・

み

か

久保川美香
（43歳）

Lily&Gold London 代表

Seize the day !

今そこにあるチャンスをつかみ取る
2010年5月。久保川美香さんは、ロンドンに赴任した夫に一足
遅れて、渡英した。そのわずか１カ月後に、知り合いが１人も
いない土地で「Lily&Gold（リリィアンドゴールド）／ロンドン
校」を開業、SBM（セルフボディメイク）のレッスンを始めた。
SBMとはいわゆる“骨盤体操”で、身体の歪みを改善して神経
を通し、
筋肉のバランスを整え体調不良を治す効果があるものだ。
「10代のころから胃腸が弱くてポリープなんかしょっちゅうで
きていました。偏頭痛や肩こりもひどくて、帯状疱疹にも悩まさ
れていたのです。そんなときSBMと出会い、体調がすっかりよ
くなったんですよ。ほんと、信じられないくらい。体重も自然に
8kg減りました」
東京の「リリィアンドゴールド」に通い、その効果を自ら実感
していた彼女は、「イギリスでSBMを教えよう」と思い立つ。イ
ンストラクター育成コースを受講し、主宰者から営業権も取得し
た。まったく土地勘のないロンドンだったが、「向こうに行けば
何とかなる」と楽観していた。
ロンドン在留邦人のための無料掲示板や、ブログ※の他には、
宣伝もしていない。それでも最初の年は、受講生10人という目標
をクリアした。入会金1200ポンド（約14万5000円）、月３回のレッ
スンで月謝200ポンド（約2万4000円。いずれも当時のレート）。
「イ
スラエルから飛行機で通うお客さんもいる」という。

第２の故郷は四川
「自らのキャリアを高める嗅覚」が人一倍発達し、“目の前に現
れたチャンス”は、必ずつかむ。躊躇もしない。それが、久保川
さんという人物。
ロンドンでの開業にも物怖じしない国際感覚は、
彼女が社会人になって以来、培ってきたものだ。
郷里は山梨県。高卒で地元テレビ局に就職し、経理・総務配属
となった。天安門事件の翌年、青年の翼親善使節団（社内公募）
に手を挙げ、企業派遣メンバーとして中国６都市を訪問した。こ

－40代の成長－
「今」
だから出会えるチャンスと人がいる
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－40代の成長－
「今」
だから出会えるチャンスと人がいる

れが最初のチャンスだった。初めて訪れた海外、初めて訪れた中

ソコン関連会社も台湾相手の取引を手がけており、久保川さんは

国に彼女は魅せられた。中国への思いは断ちがたく、やがて8年

持ち前の語学力を生かして通訳・交渉にあたった。その力量が評

近く勤めたテレビ局を辞めて留学を決意する。

価されたわけだ。

成都の四川大学に1年2カ月。中国語を学び、国際貿易の聴講生

台湾側の役員と意見が合わなくなり、その日本法人は約２年で

にもなった。通常は北京語なのに、なぜか国際貿易の講義は四川

清算することになった。彼女は会社をゼロから立ち上げ、ゼロに

語。上海人ですら教授が何を言っているのか分からない。「北京

戻すところまで自分の責任で引き受けた。このころ、同居してい

語で話してください」と頼むと、「そのうち慣れるよ」と、こと

た夫と籍を入れた。彼女は、
「1カ月専業主婦をやっていたら、時

もなげに言われた。彼女は、四川語の授業を受講、辞書を買って

間がありすぎて体調を崩した」と笑う。常に、何かしら動いてな

きて猛勉強するしかなかった。おかげで、今でも北京語はペラペ

いと気が済まない性分なのだ。

ラ、四川語も聞けば意味は分かるという。ロンドンでは「『あな

そこで2002年からは、富士通の社内ベンチャー制度から生まれ

たの英語にはチャイニーズ訛りがあるね』と、よく言われるんで

た新会社で働き始めた。「まがりなりにも“代表取締役”だった

すよ」というほど、中国語が堪能になった。

のに、この会社には“アルバイト”で入った」。仕事が面白そう

机上の学問だけでなく、国際貿易の実務も四川で体験した。現

なら体裁にはとらわれないというのも、彼女らしさである。ここ

地では松茸が当時1kg500円。ほとんどタダみたいなものだ。「美

でも中国語や仕事の能力を買われ、わずか1カ月後には、中国人

味しいし、これ、日本に売ればいいじゃない？って（笑）」。日本

の社長から「正社員になってほしい」と持ちかけられた。その後、

の中央卸売市場の関係者を紹介してもらい、日本の商社を通じ

上海子会社の取締役に就任。現地の取締役会に毎月出席し、“日

てデパートなどに卸した。１kg当たり数百円のコミッションが、

本と中国の接点”として活躍。祖母の介護に追われ、海外出張と

彼女の懐に入る。

の両立が難しくなった2008年までの約6年間、この会社で働いた。

「大したお金にはならないけれど、なにしろ食費が1日200円で

それからは秋葉原時代の上司に誘われ、彼が立ち上げた会社を

済む土地柄だから、数百円でもありがたかった。『商売ってこう

手伝っていたが、2010年4月に退職して、ロンドンに渡る。その

いうもんなんだ。面白いんだな』と、実感しました」

後の話は、冒頭に紹介したとおりである。

まだブームではなかった時に中国語を学び、中国における知り
合いを得たことが、後の人生を大きく変えることになる。

代表取締役からアルバイトへ

「30歳を過ぎてから通信制大学や大学院に通い、働きながら修
了しました。起業もそうですが、“Never Too Late（決して遅く
ない）”ですよ」
ロンドンの暮らしにも慣れてきた。「リリィアンドゴールド」
受講生の多くは日本人だが、ぼちぼちとローカル化も進めていき

帰国後、大手精密機器メーカーの派遣社員から秋葉原のパソコ
ン関連会社に転職し、そこで次のチャンスに巡りあう。台湾のパ
ソコン関連メーカーのオーナーから直々に口説かれ、日本法人の

たいと考えている。
「日本人だってイギリス人だって“骨の数”は、
同じですから。世界中どこでだって、この仕事はできます」
彼女が第3のチャンスをつかむ日も、そう遠くない。

代表取締役としてヘッドハンティングされたのだ。パソコンのマ
ザーボードに関して、台湾は世界最大級の生産拠点。秋葉原のパ

※
「meimeiのロンドンライフ」
http://ameblo.jp/mika-kubokawa/
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久保川美香

くぼかわ・みか 43歳
Lily&Gold London 代表

1968年生まれ 山梨県出身
1987年

㈱テレビ山梨へ入社（経理・総務担当）

1990年

青年の翼親善使節団に応募、中国6都市を訪問

1994年

同 社退職後、四川大学へ留学。帰国後、大手精密機械メーカーに派
遣社員で入社。その後、秋葉原のパソコン関連企業に転職。取引先の
パソコン関連メーカー（台湾）にヘッドハンティングされ、日本法人
の代表取締役として就任

2002年

同社を清算後、IT企業へアルバイトで転職。中国人の社長や役員ら
の秘書的な役割で、通訳はじめ、人材採用、資本計画など企業運営に
携わる（上海子会社の取締役に就任）

2010年

同社退職後、
「リリィアンドゴールド ロンドン校」設立

「リリィアンドゴールド」のセルフボディメイク（SBM）は、
“自分自身で身体を作り上げる（自分の
身体は自分で治す）”を基本に、マンツーマンで運動指導を行うもの。食生活や日常の行動習慣への
アドバイスも含め、一人ひとりの症状が改善するまでをサポートするので、お客さまとのお付き合
いは何年にもわたる。
「SBMは薬などで症状を改善するものではありません。自分の体と向き合っ
て、自分の力で全身を整えていく作業です。お客さまはSBMを行ううちに、自然と“何かに依存す
る”という気持ちが薄れていくようです。体だけでなく精神面まで強くなれるのが魅力です」
■http://lilyandgold-london.com/jp/index.html

久保川さんの一問一答
起業して良かったと思うことは？
Ａ： ヘルニアが原因で仕事を辞め、
生活に支障が出るほど痛みのあったお
客さまや、
ほぼ毎日偏頭痛に悩まされていたお客さまが、
教室に通っ
たことで元気になっていく様子を目の当たりにできること、
この仕事
で人を元気にできることが喜びです。
元気な社会を創り上げるには、
やはり個々人が元気でなければならないと実感します。
10年後、どんなことをしていたい？
Ａ： SBMのメソッドを、
ラジオ体操のように人々が当たり前に楽しめる環
境を作ること。
そして
“自立できる人”
を少しでも増やす助けができて
いればと思う。
病院にお世話にならなくてもいいよう、
“予防領域”
にお
いて、
役割を果たしたい。
これから独立・開業したい人へ伝えたい想いは？
Ａ： 自分の意思ではじめたビジネスは、
どんな困難に直面してもあきらめず
に続けていくことが何より大切。
あきらめずに続けられるビジネスとは、
あなた自身がワクワクできて、
あなたの強みが活かせるテーマであるこ
と。
そのためには、
独立・開業の準備として、
「自分の強みと弱みを把握す
る作業」
を行うべきです。
また、
あなたが遂行したいテーマにおいてスキ
ルや知識面で弱みがあるなら、
すべて自分で解消しようと思わず、
「他の
人の力を借りちゃおう！」
という柔軟性も必要だと思います。

case4

－40代の仲間－

生活と仕事の安定を
「共立起業」
で実現
「やりたいこと」
で、
独立起業できる人は幸せだ。
しかし生活や仕事の恒常的な安定、
家族の理解など
起業に関するさまざまな不安もつきもの。
それを
解消する方法の一つは、
「信頼できる仲間との共立起業」
だ

あ ん ど う ・ た か や す

安藤貴康
（49歳）

株式会社アンティオ代表取締役

やりたいこととビジネスの融合で逡巡。
その経験は糧となり、
「仲間」を呼んだ
大学卒業後、大手音響メーカーに入社した、安藤貴康さん。デ
ザイナーとして働いたが、「サラリーマンは性に合わない」と、
23歳で退職。現代美術の作家として、成功を目指してまい進、アー
チストとして有名な新聞社の現代美術展賞を獲得し、その作品は
美術館の収蔵品にもなったほどだ。だが“芸術”だけで、メシは
喰えない。アーチスト活動と、デザイン事務所・広告代理店・金
属加工会社のアルバイトや契約社員の仕事としゃにむに働いたが、
30代後半になっても、生活はなかなか楽にならなかったという。
そんなある日、高校時代の級友たちと再会する機会があった。
彼らはデザイン事務所や建築設計事務所を経営し、まさに“自分
のライフワーク”を見つけて、仕事にしていた。
「おれの人生、これでいいのか」と、あらためて思い、何かに
取り憑かれたようにビジネス書を読み始めた。彼には、「アーチ
ストとして生きたい」という思いがあったが、それとビジネスを
どうつなげればいいのか、答えが見つけられなかったのだ。
「たとえ芸術のことはわかっていても、ビジネスについての勉
強は不足していました。何か大事なことを知らないまま生きてき
たような気がしまして。本を読めば、そのすき間を埋められるの
ではないかと思ったのです」
それまで「ビジネス書なんてうさんくさい」と内心ではバカに
していた。そんな思い込みを捨て、腹をくくって、何百冊も読み
漁ったという。
「たくさんの本の中に、神田昌典さんの書いたものもありまし
たよ。人生に行き詰まっていた私は、『凡人の逆襲』という本に
励まされました。電車の中で読んでいたら、知らず涙が出てきて。
『非常識な成功法則』も読みましたが、今にして思えば、それが
起業のヒントになったのかもしれません」
アーチストとして奮闘してきた経験を生かして、うまく起業で
きないかと漠然と考えていた矢先、働いていた広告代理店から解
雇されてしまい、
己の人生と真剣に向き合わざるを得なくなった。
それが38歳のときのことだ。

－40代の仲間－生活と仕事の安定を
「共立起業」
で実現
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－40代の仲間－生活と仕事の安定を
「共立起業」
で実現

中古のPC１台で開業

分担ができています。ロールプレイングゲームのように、戦士の
主人公が魔法使いなどの仲間たちと共に困難に挑み、謎を解きな
がら旅を続ける。起業もそれと似たところがあるように思うので

やむなく、安藤さんは知人が経営するプランニング会社に転が
り込んだ。12万円で中古のマッキントッシュと机と椅子を買い、

す」
会社を設立して３年がたち、事業も軌道に乗りはじめた。

その会社の“軒先”を借りて、個人デザイン事務所を開業した。
「資

「設立当初は、半年ほど給料なしで働きました。今でも大儲け

金が先か、設立が先か」―まとまった資金がなかった彼は、読み

とまではいかないけれど、好きな仕事ができるのは、本当に幸せ

漁ったビジネス書にヒントを得て、「まずは商売をしてみる」こ

なことだと思っています。元々ライフワークにしたいものを持っ

とを選択したのだ。

ている人間が、どうしたらそれを生活の糧やビジネスといった現

すると、アーチスト活動をしていた頃の経験や人のつながりが

実に結びつけることができるのか……私の挑戦はそこから始ま

生きて、Ｗｅｂサイトを企画制作する仕事を受注できた。その1

り、共に知恵を絞ってくれる仲間を得たことで、ようやく実を着

年後には、そのプランニング会社と統合し、自ら取締役として経

けようとしているのかもしれません」

営参画することを申し出た。

同社は、Webサイトの企画制作やデジタルコンテンツ制作な

「実際、一人で仕事を始めてみると、“足りないもの”がいっぱ

どを手がける。昨年からは、スマートフォンやタブレット端末向

いあった。経営に参加することで、経理の仕組みから人材採用な

けのアプリ開発にも力を入れている。
彼は、
アーチスト活動によっ

ど、企業経営の仕組みなどを実践で学べるチャンスだと思ったの

て培った“ソフト”を、インターネットの世界で“コンテンツ”

です」

にして、世界に発信して行くというライフワークを、少しずつか

そこでは主に、芸術文化施設のWebサイト企画制作や建築用

たちにしていこうと考えている。

のデジタルプレゼンンテーションツールの制作、博物館や商業施

「最近やっとビジネス書を卒業

設向けの情報端末用ソフトウエアの企画制作を担当した。そして、

して、自分なりの経営ができるよ

これらの仕事を通して知り合った２人※と、アンティオを立ち上

うになってきた気がします。ほん

げることになる。

と、仕事が面白くなってきた！」

ワクワク仕事をしていきたい

“ワクワクできる起業”という
彼の冒険物語は、これからも続い
ていく。

安藤さんがアンティオを設立したのは46歳のとき。２人の“同
士”がいなければ、実現できなかったかもしれない。
「起業は
“冒険物語”
のようなものではないでしょうか。１人じゃ
へこたれるときもある。そんなとき一緒に旅する仲間がいること
が、
とても大事だと思うんです。
アンティオでは、僕がデザイナー、
古川が営業ディレクター、山本がシステムエンジニアという役割

※創業メンバーは安藤
氏のほか、古 川久美子
氏、
山本泰二郎氏の3人

case4

安藤貴康

あんどう・たかやす 49歳
株式会社アンティオ 代表取締役

1962年まれ 東京都出身
1985年

大学卒業後、大手音響メーカーに入社

1987年

同社を退職した後は、現代美術界でアーチスト活動を行うかたわ

    ｜

ら、広告代理店やデザイン事務所の契約社員として働く

1999年
2003年

知人のプランニング会社に席を置いた後、取締役として経営に参画

2008年

㈱アンティオを、古川久美子氏、山本泰二郎と共に設立

「アンティオ」の事業は、①Webサイトの企画制作（企業や公共施設のサイト制作と管理運営）②

case5

Webアプリケーションの企画開発（コンテンツマネージメントシステムやデータベースを使った
ソフトウエアの開発）③スマートフォンアプリケーションの企画制作（スマートフォンやタブレッ
ト端末向けアプリの企画デザイン制作）④イベント、展示会向け、デジタルプレゼンテーションの
コンテンツ制作（マルチタッチディバイス用のインタラクティブコンテンツや3DCG動画の制作）
⑤自社開発CMS、自社企画プロダクツの販売（自社開発のCMS、スマートフォン用アプリ、WEB技
術を使ったアートブック、グラフィックTシャツの企画販売等）。
「スタイリッシュでユニークなコ
ンテンツを企画制作していくことを通して知識社会における、文化、芸術、経済活動へ貢献する」を
掲げる。
■http://antio.co.jp/

安藤さんの一問一答
独立・起業前に準備したことは？
Ａ： まずは
「自分自身の棚卸し」
です。
子どもの頃まで遡り、
「どんなことに
怒りを抱いたか」
「迷ったか」
「喜べたか」
など、
いわば
「自分史」
を丸一日
かけて全部紙に書き出しました。
それを客観的に眺めると、
「自分って
意外とこういうことで評価されてたな」
「こんな面があるんだな」
と、
気
付きがあるんです。
それを元に
「本当に自分がやりたいことって何だろ
う？」
を掘り下げておくことが、起業においてとても重要だと思いま
す。
10年後、どんなことをしていたい？
Ａ： 私の仕事は、
デザインやアートといったコンテンツを生み出すことか
ら始まっています。
しかしそれが立ちゆかなくなり、
「ビジネスとして
展開する」
という方法を選択しました。
私が始めたころ、
そのきっかけ
になったのはインターネットでした。
今やスマートフォンやタブレット
などモバイル端末の普及で、
人々の手元にコンテンツが簡単に届くよ
うな環境ができあがっています。
ところが世間には、
せっかく生み出し
たコンテンツをビジネスに結実させられないクリエイターが、
まだ多
くいます。
そういう人たちを
「モバイルな世界」
を利用して、
表舞台に出
していきたい。
そうして私自身も、
“自分のコンテンツ”
で、
もう一度表
舞台に出て行きたいと思っています。
遠回りですが、
面白い登山の道
かなと思うのです。

－40代の環境－

ピンチはチャンスに
変えられる
家族とのつながり。
仕事先とのつながり－。
自ら望まぬ環境変化が否応なく押し寄せたとしても、
長年仕事で培ってきた状況判断力やコミュニケーション力を発揮して、
苦難を乗り越えていけるのが40代の底力！

お

か

だ

・

さ

な

え

岡田早苗
（47歳）

株式会社アーリーバード 代表取締役

夫との死別と、
勤務先の破綻。
「背水の陣」
で挑んだ起業
岡田早苗さんは、「愛する夫の死」「長年勤めたＪＡＬの破綻」
という、苦難を乗り越えてきた。
がんでこの世を去った夫は、当時３歳だった長女のために最後
のプレゼントを残してくれた。それは長女が何よりも欲しがった
妹。病に冒された夫は抗がん剤の影響を受け、自然妊娠は無理で
あった。そこで夫と岡田さんは、体外受精を決断。３度の失敗を
経て、４回目を手がけてまもなく夫は亡くなったが、そのときの
子どもは無事に生まれた。
夫とは籍を入れておらず、父親と認められなかった。そのため
彼女は、死後認知の裁判に訴えた。最高裁までもちこんだものの
夫の認知の意思が客観的に認められずに却下されてしまい、次女
の戸籍の“父親の欄”は、空白のままとなった。
しかしあらかじめ、
弁護士から
「前例のない、難しい裁判になる」
と聞かされていた彼女は、次女をアメリカで出産していた。アメ
リカでの出生届では、亡くなった夫を正式に、父親として記載す
ることができたからだ。そうして２人の子どもを育てながら、彼
女はＪＡＬの客室乗務員（ＣＡ）としてしゃかりきに働いた。
これまで彼女がＣＡの仕事で何日も家を空ける間、“家庭・家
族”を守り、支えてくれていたのは夫。彼女と子どもたちにとっ
て、夫の不在による喪失感は大きかった。寂しがる子どもたちの
ために“何か夫の存在を象徴するような代わりになるものはない
か”と探して出会ったの
が、バルーン。それで夫
の等身大の人形を作る
と、不思議と心が慰めら
れた。魅せられた彼女は、
在職中からバルーンの
専門学校に通い、JBAN
（Japan Balloon Artists
Network）認定プロの資
格も取得した。

－40代の環境－ピンチはチャンスに変えられる

case5

－40代の環境－ピンチはチャンスに変えられる

勤務先の思いがけない破綻

「バルーンビジネスは、
“お客さまの
喜びや笑顔をサポートする仕事”。そ
れに加えて、“お客さまの寂しさを少

岡田さんが務めていたＪＡＬは、2010年１月に会社更正法の

しでも和らげ、元気になるためのお手

適用を申請。ふってわいた勤め先の破綻と、「バルーンでビジネ

伝いを、仕事にできたら”と考えたの

スができたら……」と考えたタイミングが重なり、彼女はＪＡＬ

です。例えば、私が作ってもらったよ

を退職し、独り立ちすることを決意した。

うな等身大の人形を、同じ思いを抱え

ＣＡ時代は経験してこなかったデスクワークをこなすために、

るお客さまにご紹介するのはどうだろ

パソコンスクールへ通い、インターネットでバルーンアート／バ

うか、と。予期せぬ出来事で大切な人

ルーンビジネスなどの情報を収集。独り立ちにあたり、自分に足

を失った者の心の傷がどれだけ深い

りないものを探し、身に付け、業界の研究などをし始めた。

か、私自身がよく知っています。この人形は、そうした人の心の

結婚式のバルーン装飾などを扱う企業の手伝いをするうち、業

支えや、慰めにもなるかもしれないと思いました」

界大手の経営者と知己を得て、さまざまな助言をもらい、「アー

こうしてできた商品が、オーダーメイドの人形「リアルメモ

リーバード」を設立。結婚式やイベントでのバルーンの仕事に携

リー」。大々的に売れないし、量産もできないし、高価な商品だ。

わりながら、インターネット上でショップも開設した。

手始めにオフィス近くの葬儀社へ営業にいってみたところ、興味

ＣＡとして自らが空を飛ぶのではなく、ウェディングやイベン

を持ってくれる人たちが現れた。そうした人々のサポートもあっ

トでバルーンを空に飛ばす仕事（バルーンリリース）に就いた岡

て、現在は「東京都葬祭業共同組合」の会員向けに、同商品を紹

田さん。そうして彼女は、バルーンリリースだけでなく、バルー

介させてもらう体制を整えることができた。さまざまな人々の助

ン装飾やイベント演出、ギフトアレンジなどにおいても、活躍の

言も受けて、「リアルメモリー」の上半身に台座を付けて、その

場を広げていった。「バルーンを前にしたお客さまの満面の笑顔

中に遺骨を納められる商品も開発した。

が、何よりも嬉しい」と、岡田さんは微笑む。

思いを託した新規ビジネス

彼女はこの仕事を機に、「グリーフケア・アドバイザー※」の
養成講座を受講修了し、カウンセラーを目指している。夫の死で
言葉にできない悲しみを味わった彼女だからこそ、「最愛の人と
の死別の悲しみを少しでも癒す役にたちたい」と、自然にそう思

あるとき、バルーンの仕事を通じてハリウッドで活躍する日本
人の特殊メイク第一人者と知り合った。岡田さんはその人物に頼

う。
「40代に入ってから、大きな苦難や、ピンチにみまわれました。

みこみ、最新のコンピュータ技術を駆使して「等身大の夫」の人

でも、いつもたくさんの人に応援をいただきながら、“ピンチを

形を作ってもらった。特殊素材製の人形は、肌のぬくもりが感じ

チャンスに変えてきた”
、
そう思っています。
子どもたちのために、

られ、おどろくほどリアルなできばえ。彼女は久しぶりに夫と再

私自身のために、これからも走り続けます」

会を果たしたような懐かしさを覚えたという。そしてこのとき、
新たなビジネスがひらめいた。

※近しい人を亡くした人が、
悲嘆を乗り越え、
死別に伴う苦痛や環境変化などを受け入れようとす
る、
その心の努力を支援するもの
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岡田早苗

おかだ・さなえ 47歳
株式会社アーリーバード 代表取締役

1965年生まれ
東京都出身
1986年

日 本航空㈱に入社。国際客室乗務員部所属。1994年からＪＡＬ・
エールフランス航空共同運送便担当常務

2009年

日
 本航空の国内線新人養成業務指導に着任。
在職中、
バルーンスクー
ル専門学校に通い、
ジャパンバルーンアーツネットワーク認定プロ
の資格取得
（ギフトアレンジ部門、
パーティウェディング部門）

2010年5月 ㈱日本航空インターナショナル退職

case6

2011年7月 ㈱アーリーバード設立
※松岡彩月名義で、がんと闘う夫、自分、体外受精の挑戦などを綴った『CHALLENGED
496日の闘い』
（文芸社）を著している

「アーリーバード」は、バルーン事業・オリジナル商品販売・グリーフケア事業・各種スクール運営・
インターネット・ショップ「Balloon Shop Jewel」の運営などを行う。
「新たに着手したグリーフケ
ア事業は、人々の心の支え、元気の源、老後の寂しさから開放されるような商材として展開してい
けるよう、期待を持っています。3.11の震災で、写真しか残っていない寂しさを抱えている方も多
いと思います。生活が落ち着いたころに感じる空虚さを少しでも埋められて、前向きに生きる元気
の源を提供したいです」
■http://earlybird-j.jp/

岡田さんの一問一答
開業資金は？
Ａ： 資本金500万円に退職金を使いました。
はじめは
「会社設立なんて無
理！」
と思いましたが、
周囲のサポートを得て法人化に踏み切りまし
た。
資金こそ自費ですが、
たくさんの人々に応援いただき、
励ましてい
ただいて会社を設立できました。
10年後、どんなことをしていたい？
Ａ： お祝いやお見舞いで花束が贈られるように、
「バルーンを贈る習慣」
が
日本でも定着することを願います。
フラワーショップと同じように、
バ
ルーンショップが街のあちこちにできていたらすてき。
そのために、
私
も実店舗を持って、
子どもだけでなく
「大人も楽しめるバルーン」
を広
めていきたいです。
これから独立・開業したい人へ伝えたい想いは？
Ａ： 独立の背景には、
自ら望んだ場合とそうでない場合があると思いま
す。
違う世界へ飛び込むことは相応の勇気と覚悟が必要ですが、
それ
までの人生経験を振り返り、
自分を信じること、
そのための努力を重ね
ていけば、
必然的に道は開けていくのではないでしょうか？

－40代の創造－

「雇用される人」
から
「雇用を創出する人」
に
新規事業立ち上げ、
プロジェクトや人材のマネジメント…
企業人として身に付けた経験やスキルを
自家薬籠中のものとしている40代なればこそ、
次は雇用する側に！

ふ

か

や

・
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だ

深谷由紀貞
（47歳）

株式会社ミディー 代表取締役

知識、経験、人脈、胆力……
会社員人生で得た「自分ストーリー」
松下電器産業（現・パナソニック）に入社し、20代でアメリカ
勤務を命じられた深谷由紀貞さん。最先端の業務用AV機器を企
画・開発したものの受注が増えず、在庫ばかりが積み上がったの
で、「率先して販売する」という任務を課せられ、渡米すること
になったのだ。しかしその製品が米国市場では売りにくい“日本
仕様”
の機器だったため、
現地社員からはまったく歓迎されなかっ
たという。
「日本の仲間からの期待を背負って赴任したのに、現地の上司
や同僚から“総スカン”を食らったのです。あれは本当にしんど
かった。私はその製品を携えて全米を飛び回り、直接、市場の声
を聞いて販売していきました。
どんなネガティブな局面でも、しゃ
かりきになってやるべきこと（お客さまの声を聞くこと）を忍耐
強くやっていれば、乗り越えられないことはありません。そうし
た貴重な経験は、間違いなくプラスになります。もしもあのとき、
くじけて退職していたら、
“今の自分”はなかったでしょう」
「災い転じて福となす」
「転んでもただでは起きない」
彼の人生訓は、起業の心得全般に通じるものがある。

30代、
自費で留学してMBAを取得
アメリカ赴任直後に、
“過酷な洗礼”を受けた深谷さん。次は、
日本から赴任してきた日本人技術者と、現地販売会社に対して粘
り強く新規事業の提案を行った。それはオーディオ&ビジュアル
分野とコンピューター＆ネットワークを組み合わせるという事業
だった。インターネット黎明期の当時、IT技術の進歩は当時の
既存事業を大きく変革させた。新たな分野における事業は社内体
制の変更もあって追い風を受け、北米における事業構成の転換に
寄与。最も利益の上がる事業分野に成長した。
孤軍奮闘で始まったアメリカでのビジネス経験で成功を手に入
れた彼は、また次の行動に打って出る。会社での役割に不満はな
かったが、「さらなるチャレンジを!」と、早期退職プランに応募

－40代の創造－
「雇用される人」
から
「雇用を創出する人」
に
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－40代の創造－
「雇用される人」
から
「雇用を創出する人」
に

したのだ。元来、シニア層に提示

店へその情報を提供する。つまり、買い物客が「どの商品を実際

された制度に36歳で応募したた

に手に取り、買い求めたか」をデータ化することで、POSデータ

め、規定より多くの退職金が支給

ではわからない買い物客の行動プロセス、傾向や意識などを把握

された。

し、販売戦略に有益な情報を企業側に届けることができるわけだ。

「“次の人生に向けたチャレン

「アメリカでは大手スーパーマーケットチェーンをはじめ、こ

ジ”の、貴重な軍資金になりまし

のようなアプローチが既に一般化しています。“リアルな販売現

た」と、彼は振り返る。

場”を、あの“Google Analytics”のように分析する手法を提供

退職を惜しむ声もあったが、彼
の決意は揺るがなかった。

していきたいのです。会社設立から４年。これまでは悪戦苦闘の
連続でしたが、ShopSenseの価値を理解してくれる企業も、よう

「実家が自営業なので、入社した時から『いつかは私も独立し

やく増えてきました。一昨年までは創業まもないベンチャー企業

よう』と思っていました。30代半ばになって、“次の大きなチャ

の例にもれず、経営資源の確保に奔走し、私財も投じました。し

レンジ”の頃合いかなと感じていたのです」

かし2011年度以降は、倍々ペースでの成長が見えてきました。こ

そうして彼は起業を目標に、退職金を学資に回し、デューク大
学経営大学院（アメリカ）に入学した。
「正直、学生時代はお金がなくて、苦労しました（笑）」
しかし、各国からやってきた同世代かつ優秀な“世界のビジネ
スリーダーたち”と共に学ぶ日々は、刺激と充実感に満ちあふれ
ていた。彼は持ち前の人なつっこさを活かし、彼らと親交を深め、
人脈ネットワークを広げていった。

れを背景として、我々は次のステージに照準を合わせ、海外の人
材を利用して、グローバル市場に打って出る予定です」
自ら興した事業が成功するかは、自らの決断に掛かっている。
また、自分にすべてはね返る。「だからこそ、そこに起業の醍醐
味もある」と、彼は目を輝かせる。
「40代まで会社員として働いていれば、
“起業のネタ”は何かし
ら見つかるもの。20代の頃に比べるとキャリアは確実に積み上

大学院を卒業して帰国した後は、友人の紹介でインターネット

がっているし、社会の仕組みもわかっている。それを実現するた

関連企業のフリービット社に転職し、取締役に就任。経営実務を

めの仲間や人脈もある。40代以降には必ず、誇るべき“自分ストー

通じて組織作りを学び、2007年の東証マザーズ上場には、大きく

リー”があるはずです。そこに意識を向けて、会社を飛び出す勇

貢献したそうだ。

気があれば、起業で成功できる見込みも高いでしょう」

これまでに培った知恵や経験、
資金もつぎ込む

会社を飛び出すには、相応の覚悟が必要だが「そんなに難しく
考えることもないんじゃないかな」と、深谷さんは笑う。
「40代までの会社員人生で得た“資産”を、起業に生かさない

2007年、フリービット社を退職した後、深谷さんは「ミディー」
を設立。映像とデータを組み合わせたITサービス「ShopSense

手はない。まずは、これまでに得た知識・経験・キャリア・人脈
などを、棚卸しすることからはじめてみると良いですよ」

（ショップセンス）
」の提供に乗り出す。小売店の売場にカメラを
設置し、店頭での客の購買行動をデータ化するものだ。そこから
算出される“接触購買率※”を元に分析を行い、メーカーや小売

※接触購買率／ある商品を手にした買い物客10人が、全員その商品を購入すると接触購買率は
100％。
5人しか買わなければ、
接触購買率は50％。
接触購買率は、
その商品が何と比較されたのか、
即決購入されたのかなどを知るための、
深谷さんが考え出した指標
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・ゆきさだ 47歳
深谷由紀貞 ふかや
株式会社ミディー 代表取締役
1965年生まれ
埼玉県出身
1964年

松下電器産業（株）に入社し、商品企画・開発、海外営業を経験。
Panasonic USAでは、商品・サービス開発責任者

2003年12月 デューク大学経営大学院（アメリカ・ノースカロライナ州）で
MBAを取得し、卒業
2004年2月

フリービット㈱に転職し、取締役に就任

2007年9月

同社退職後、㈱ミディーを設立

case7

一貫して、デジタルＡＶ及び情報処理分野に従事する

「ミディー」は、目でみてわかるマーケティング・ツール「ShopSense」を企画・開発する。店舗内に
おける来店客の購買行動を「映像・データ・レポート」にして企業に提供するもの。
「私たちが行って
いるのは、大きな概念で言えばメタデータの分析事業。
“ 情報に情報を付けることで価値を生む”
“情報流通産業の促進”です。
“何に情報を付けたらビジネスになるか？”という観点で、
“売り場に
来た客の購買行動を収めた映像に情報を付ける”というビジネスを始めたわけです。難しいことを
簡単に。顧客により多くの感動と役に立つ商品・サービスを、デザインして提供していきます！」
■http://www.midee.com/

深谷さんの一問一答
あなたの長所は？
Ａ： 一つは、
人と親しくなる力。
欧米・アジア、
世界に共通して必要なのは、
「人と人との信頼」
です。
それから、
チームや部下を信じる力。
社長が
ワンマンだと、
社長の限界が会社の限界になります。
チームを信じ、
各
自の優れた点を活かす組織設計が得意である点です。

－40代からの使命－

「周囲への存在感」を
「社会への影響力」に
組織内での経験が積み上がると、
他者への存在感、
影響力も自ずと増していく。
それを独立・起業という形で、
広く
「社会」
に向けて
いくことが、
40代に課せられた
“任務”
かもしれない

わ

ワクワクするライフワークは何ですか？
Ａ：「世の中で起こっている事象をデータ化すること」
を、
追求するのが私
のライフワークです。
また、
アメリカでの仕事の経験、
“世界のリーダー
層”
との親交を通して、
旧態依然の日本の優位性はそう長く続かないこ
とを痛感しています。
ですから、
まずは日本人を海外に出す。
外国人に
日本で働いてもらう。
そうした多様性の中で働く経験ができる場を作
り、
世界で生きていける次世代の日本人を育成したいと思っています。
これから独立・開業したい人へ伝えたい想いは？
Ａ： 未来を悲観しない、
明日はもっと良くなる……無条件にそう信じられ
る明るさと突破力、
そして
「正解は創るもの」
ということが腹に落ちて
いれば、
独立しても何とかなります。
今の40～50代は、
その素質がある
世代だと思いますしね。
毎日をもっと楽しみましょう！

か

お

・
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ろ
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若尾裕之
（50歳）

株式会社ミュージックソウ 代表取締役

「自分に足りないスキル」を
意識することから始める
「連日のように身体がだるかった。最初は、寝不足か疲れがた
まったのではくらいに思っていました。やがて気持ち悪さに耐え
られなくなり、病院に駆け込むことに。検査したところ、即時、
入院を命じられました」
若尾裕之さんがわずらったのは、重度の急性肝炎。命に関わる
危うい状態が続いた。約２カ月の入院生活を経て退院した。出社
してみたが、体力がもたない。休職して自宅療養を強いられる中、
己の人生について考えたという。
急性肝炎で入院したのが2007年2月。その年の10月に彼は会社
を退職し、起業を決意する。46歳の秋だった。

起業は、
「農業」
と同じ
大学卒業後、大手電子部品メーカーに入社。法人営業を担当し、
電子部品を販売した。約１億円の年間売上高が、翌年には６億円
以上にはね上がり、社長賞ももらった。
“川下”の営業を極め、次は“川上”の仕事をやってみたいと
考えた。そこで1990年、日産自動車に転職。マーケティング部門
に配属されたが、１年後には販売会社に出向し、２年間で新車
213台を売った。並みの営業マン４人分の数字を1人でたたき出し
た計算だ。日産自動車に復職した後は営業促進部に配属されるが
一年後、宣伝部に異動。初めてイチローを起用した「イチロ・ニッ
サンキャンペーン」を担当し、数々の賞も獲得した。
営業部門のいわば「川下」→「川上」と経験して、経営そのも
のに対する興味がわいた。この頃から、「ゆくゆくは独立したい
という思いが頭の片隅にはあった」と、若尾さんは振り返る。
やがて日産自動車から、大手テレビオークション会社に転職。
経営企画室で、事業計画の策定、新規事業開発、業務提携といっ
た経営戦略に関わった。そのオークション会社は当時、6000社以
上の会員企業（自動車販売会社等）を抱えていた。既存会員企業
との関係を強化するための研修事業を、新規会員企業を開拓する

－40代からの使命－
「周囲への存在感」
を
「社会への影響力」
に
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－40代からの使命－
「周囲への存在感」
を
「社会への影響力」
に

ための営業セミナーの仕組みを、社内で提案。それらの立ち上げ

「ハッピーエンディング」とは、いかにして自分らしく楽しい

を担ったという。
「どうすれば集客できるのか、売れるのか」は、

老後を過ごし、人生の最期を幸せに迎えるかということ。その一

経験を通じて語ることができる。彼は研修プログラムを作り、自

環として、故人が生前に好んだ音楽を流す「ミュージック葬」や、

ら講師も引き受けた。このセミナーが好評で、あちこちから講師

元気なときに感謝の気持ちを伝える「生前葬」を提案している。

の声が掛かるようになった。「独立してもやっていけるんじゃな

最近では、自分の生きてきた証しを残すための「自分史ムービー」

いか」と、自信もついたという。

や、プロのヘアメイク、スタイリスト、カメラマンによる遺影写

若尾さんは、ＳＭＢＣコンサルティングの「実践！営業ハンド

真サービス、肖像画の作成サービスも始動。自分史ムービーや、

ブック」を執筆。パーソナルブランディングを意識して取り組ん

写真・肖像画を披露し、お世話になった人たちに感謝の言葉を伝

だ。事実、このハンドブックを執筆してから、講演の依頼もさら

える場としての、生前葬のプロデュースなども展開している。現

に増えた。

在は特に、シニアマーケットを対象に、企業に対する「エンディ

「起業は農業に似ている」と、若尾さんは言う。

ングノート」を活用した、営業展開のコンサルティング（Ｂｔｏ

「土地を耕し、その土地に合った種をまき、よい肥料と水を与

Ｂ）に力を入れている。

え続けなければ花は咲かず実りもない。土地を耕すとは、自らを

「『anan』『non-no』を愛読し、演歌じゃなくビートルズを聴い

高める不断の努力。肥料と水はすなわち人脈作りであり、パーソ

てきた人たちが60代になっています。昔の“お年寄り”の価値観

ナルブランディングでもある。収穫までは容易ではなく、会社を

はいまや通用しません。
そんなシニア世代の生きがいを見いだし、

辞めてから土地を耕すようでは遅すぎる」

創造し、幸せな人生の最期を迎えるまでのお手伝いをする……。

若尾さんは、「電子部品メーカーから日産自動車、オークショ
ン会社と転職する過程で、自分に足りないスキルが身に付く場所
か？を常に意識しました。会社員として23年働いてきたけれど、

ハッピーエンディングプロデューサーとしての仕事は山ほどある
のです」
会社設立から３年。設立時はさまざまな苦難にも直面したが、

後から振り返るとムダな仕事は一つもなかったですね」と語る。

ようやく「カタチができてきた」という。時代の流れからかフォ

そのすべてが、起業の血肉になっているのだ。

ローウィンドウも吹き始め、「いけるんじゃないか」という手応

自分らしい最高の生き方をプロデュースする事業

えもある。
「私自身、46歳で独立しました。土地を耕し、種をまき、肥料
や水やりを怠らな

「いつ会社を辞めて、独立するか？」

ければ、40代で起

そのタイミングを見計らっていた矢先に、若尾さんをおそった

業しても、 決して

急性肝炎。生死の境をさまよった体験は、彼の人生観を大きく変

遅すぎることはな

えた。自らの人生の最期を考え、逆算して、残りの人生をいかに

いと思います」

自分らしく生きるかを考えた。
「ハッピーエンディングプロデュー
サー」という肩書きを名乗り、株式会社ミュージックソウを設立
したのは2008年９月のことである。
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若尾裕之

わかお・ひろゆき 50歳
株式会社ミュージックソウ 代表取締役

1961年生まれ
岐阜県出身
1984年

2000年

 学卒業後、電子部品メーカーに入社。法人営業に従事。1990年
大
同社退職後、日産自動車㈱に転職。営業促進から、営業促進部に出向
し、復職後は宣伝部等で活躍
 社退職後、オークション企業に転職。経営企画室で、事業計画の策
同

2007年

定等、経営戦略に携わる。この頃からセミナー講師や執筆も開始
 社退職後、アイコンサルティングでマーケティングコンサルタン
同

2008年

㈱ミュージックソウを設立

2011年

ト業を始める

立教大学経営学部兼任講師を務める

※マスコミ出演・講演多数。著書に『ハッピーなお葬式がしたい！』
（マガジンハウス）、
『エンディングノート』
（太陽出版）等、多数。監修に『家族も安心 エンディングノート』
（二見書房）がある。

「ミュージックソウ」では、マーケティングのコンサルティング業務、営業などの研修・セミナー・講
演会等イベントのプロデュースを行う。また、自分史（書籍）
・自分史ムービー・遺影写真・肖像画制
作等のサービスも展開。特に現在は、シニアマーケットを対象にした企業の「エンディングノート」
を活用した営業展開のサポートに力を入れている。
「私が誇れるのは①ヒト・モノ・コトを組み合わ
せチカラを生み出すコーディネート力②人脈構築力③ピンチをチャンスに変える力④周囲を元気
にする明るさ⑤過去の経験・実績。これらの“財産”を活かし、楽しいこと・社会の役に立つことを創
出していきたい」
■http://ameblo.jp/tcs/

若尾さんの一問一答
独立・起業時、支えになってくれたのは？
Ａ：「家族」
です。
体も壊していたので心配していたと思います。
ですから
私の場合はとにかく
「大丈夫だから。
信じてくれ」
とそれだけを伝えま
した。
家族は精神面でのサポーターです。
独立・開業して良かったと思うことは？
Ａ： 会社員と違って、
組織の価値観にとらわれず、
自分自身の思いをスト
レートに、
事業なりに昇華させていけることです。
しかし会社員も、
ス
ケールの大きな仕事ができるなどの良さはあります。
何でもプラスと
マイナスの両面があるので、
どちらを選択するか判断するのは自分自
身ですね。
10年後、どんなことをしていたい？
Ａ： シニア世代が文化やスポーツを通してコミュニティを作り、
若者とも
共生して、
生きがいを感じられるような街作り・社会作りに貢献してい
たいです。
立教大学経営学部で兼任講師も担当※していますが、
未来
を担う若者達が、
夢を持って他世代と共生しながら楽しく生きられる
よう
「学びの場」
を提供し、
また若者たちの起業の応援もしていきたい
ですね。
※立教大学 経営学部
「ビジネス・リーダーシップ・プログラム」

本誌に登場いただいた方々の取材は、
2012年1～2月に実施いたしました。

■「Challenge40

（チャレンジ・フォーティー）」は、Facebook等ソーシャルメディアを利用して、
起業を志す者同士、あるいは同じ関心を持つ人たちが情報交換を行い、アイデアを出し合う場を
設けています。ぜひ下記のコミュニティにご参加ください。
◆ LINCS-Lifework Incubation Centers
http://jp.lincs.asia/2022world/c40/
◆ チャレンジ４０＋（プラス）Facebook公式ページ
     f https://www.facebook.com/challenge40

“自分の力” で歩いていきたい、
すべての世代に捧げる

■「Challenge40

（チャレンジ・フォーティー）」では、
「実践を含めた統合学習」として“共立起業”
のための講座を開講予定です（2013年）。
広告・営業ノウハウ、事務所運営ノウハウ等の“知識”を「教材」によって学んだ後、ビジネスの立
ち上げを「教室（コミュニティ）」で実践していく統合学習の形態です。開講のお知らせ等は、
メールマガジンでお知らせいたしますので、
「Challenge40」の情報をご希望の方は、下記ペー
ジにてメールマガジンのご登録（ブレインスター通信）をお願いします。

http://www.almacreations.jp/mailmaga/index.html
（ALMACREATIONSの講座・教材等の最新情報などをお知らせしているメールマガジンです）

2012年11月1日発行
編集・発行/株式会社ALMACREATIONS 出版局
http://www.almacreations.jp/
掲載内容の著作権は、株式会社ALMACREATIONSに属します。
メールマガジン等への転載等を希望される場合は、編集・発行元へご一報ください。

