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１．研究の目的 

1.1 背景 

新型コロナウイルス感染症によるパンデミック（以下、

コロナ禍）は、各国において事業者への事業継続に大き

な影響を与えている。事業者らの事業継続は、自然災害

（畠山他, 2013）と同様に、感染症の地域社会の復興にお

いてもなくてはならないものである。 

日本における小規模事業者は、2020年初頭より大きな

困難に直面している。コロナ禍後の小規模事業者の状況

は、事前準備や対応に割ける人的・経済的なリソースが

不足しており、様々な支援が必要である（今井他, 2021）。

一方で、小規模事業者らは、コロナ禍に前向きに対応し

ているとも指摘されている（大貝他, 2020; 関他, 2020）。 

リソースが不足しながらも小規模事業者は、コロナ禍

において組織適応のために積極的に組織内部を革新して

いる。だが、このプロセス―イントラ
、、、、

プレナーシップ

Intrapreneurship（Amabile, 1997）―は十分に理解されて

いない。Cox （2021）は、アメリカの小規模事業者らが、

事業継続を図る際のイントラプレナーシップを用いたこ

とを言及しているものの、コロナ禍での日本国内の事業

者をイントラプレナーシップから捉えた研究はない。 

1.2 目的 

本稿では、イントラプレナーシップという観点から、

日本の小規模事業者のコロナ禍における事業継続の状況

を報告し、米国との比較を行うことを目的とする。 

1.3 リサーチクエスチョン 

本稿では、日米の比較を行うことを踏まえ、Cox（2021）

が用いた、以下の 2つのリサーチクエスチョン（RQ）お

よび、6 つの作業仮説（P）を用いる。 

RQ1：事業継続の方法 

P1：低いリスク認識は、対策行動を思いとどまらせる 

P2：レジリエンスを生み出す能力がすでにある 

RQ2：内部プロセスの変革 

P3：事業の方向性を確認しようと模索し、コロナ禍を

乗り越えるための目標を設定できる。 

P4：事業の方向性を決め、具体化するために補助金と

貸付金を組み合わせて使用する。 

P5：事業の方向性に合わせて、従業員へスキルアップ

の機会を設け実施する。 

P6：リモートワークは、新たな課題と機会をもたらす。 

 

２．方法 

本研究では、コロナ禍における小規模事業者の適応を

把握するために、半構造化面接によるインタビュー調査

を実施した。調査は、機縁法によって抽出された 18 事業

者 19名を対象に、2021年 7月～8月にかけて行った。な

お、都市部・非都市部、業種、従業員数を考慮し、サン

プルの偏りに配慮し抽出したが厳密なサンプリングは不

問とした。インタビューは 1事業所あたり 40 分～1時間

程度 Zoomで用い、研究データは研究の説明を行った後、

参加に同意した者のみ Zoom で録画・録音を行い、整理

したデータを使用した。なお、理論的飽和は完全に達成

されていなかったが、本稿では速報的に結果を用いる（当

日の発表では追加のデータを取り入れる）。なお、アメリ

カでのデータは、第 3 著者の協力を得て日米比較を行っ

た（i.e., Cox, 2021）。 

 

３．結果 

3.1 事業継続の方法（RQ1） 

インタビューに参加した 18事業者のうち、事業継続計

画（BCP）を持っている小規模事業者は 0 であった。こ

の点は、アメリカの事業者とも同様の傾向で、ほぼ全て

の小規模事業者が、感染症の対応について事前の準備や

備えがなかったことを意味している。 

3.1.1 P1：低いリスク認識は、対策行動を思いとどまらせる 

病気に関する規則は明文化されておらず、状況に応じ

た判断が取られていた。実際に、新型コロナウイルスに

よる感染が拡大する前後においても、事業そのものへの

影響は少なく、他人事あるいは数ヶ月程度で収束するも
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のと事業者はリスクを低く捉えていた。横浜市でイタリ

ア料理店を営む秋山さんは、当時をこう振り返っている。 

「直後は多分、あの、やっぱり経験したことがない分、

本当に探り探りですよね。何かにショックを受けたと

いうよりかは、自分の街までも、このような状況にな

ってくるっていうのにまだ実感がわいてないのは正

直［なところ］でした。」 

しかし、それは、認識の低さというよりも、現在の事業

への集中という意味で、合理的な判断でもあった。さら

に日本国外からの影響に加えて、事業停滞は日本国内で

もさらに進むことになる。事業者らの多くは、感染症・

パンデミックに関する事前の準備はなかった。さらに、

類似の出来事を経験したことのない事業主は、把握でき

ない状況の中で、手洗いやうがい、あるいはマスクを着

用するといったインフルエンザなどの一般的な対応を援

用する形で予防策を講じた。計画も新型コロナウイルス

の知識も欠如した状況の中で、ヒューリスティックスを

用いて対応しようとした米国の状況とも合致する。 

一方で、2021年 8月時点で、米国と比較し、感染者が

10 分の 1 に満たない日本において、小規模事業者らは、

直接的に、新型コロナウイルスの罹患者やそのリスクを

認知することは稀であった。むしろそれは、メディアに

加え、原料価格や卸値の変化、観光客や顧客の減少とい

った事業での影響、さらには、緊急事態宣言や周囲の目

といった間接的なリスク認識によって形成されていた。

飲食店を営む D さんは、周囲の声に押されて一時的な閉

業を決断したという。 

「どう言うか開けとること自体が何て言うのか、あの、

憚るというか。［…］うちとしては［2020年］4月の 23

日、からその間、営業していた訳ですが、「Dさん、い

つまで営業しとるんや」みたいな形の言われ方をした

というか。「これもう閉めなあかんの違うか」というよ

うな状況があって、もうというか。そういう、という

か、世間の状況の中に押されて、店を閉めたというと

いう感じでした。」 

日本においては、Cox（2021）が述べるような、SARS、

AIDS、ジカ熱など、パンデミックの社会的混乱に対応す

る経験をもつ事業者は稀であった。小規模事業者らは、

パンデミックの経験の無いまま、ウイルスそのもののリ

スク以上に、社会的規範や、顧客や住民の会話、政府・

行政の方針による影響を受けた形で、事業の方向を決定

づけなければならなかった。 

3.1.2 P2：レジリエンスを生み出す能力がすでに存在している。 

ほとんどの小規模事業者が事前の計画を持たなかっ

たということは、コロナ禍における小規模事業者らの対

応ができなかったことを意味しない。彼らは、組織にあ

った既存リソースを活用し、既存の取り組みの活用、新

たな事業形態の創出などを通して、レジリエンスを生み

出していた。岩手県でダイニングバーを営業している木

村さんは、顧客が減少し、売上が 40%落ち込んだことで、

既存の事業の中で大々的には行っていなかったテイクア

ウトの取り組みに着目し始めた。 

「取引のある久慈の市役所さんだとか、久慈の警察署

だけにはやってたんですけども、一般のお客様にはお

弁当は言ってなかったんですけども、そこもやっぱり

口コミですかね。だんだん広がっていって、お電話い

ただくようになって、じゃあ一般のお客様にも取りに

来てもらう。テイクアウトならばやるかって。」 

既存の事業を継続するために潜在的なリソースの活用に

目を向けるだけでなく、京都府でレモン栽培も行ってい

た関野さんは、もともと取り組もうとしていた飲食事業

をコロナ禍以後に始めたという。 

「はい。これも偶然というか。最初からテイクアウト

のイメージがあったので、でしかも事業を始めた時は

もうコロナで一番悪い状況で始めたので、選択肢も、

もうイートインっていう選択肢は全くなかったたん

ですね。［…］最初から必然にそういう目線で考えられ

たので。」  

一方で、コロナ禍を振り返っても、事業者らは今後の

感染症においても、事前の事業継続あるいはそうした計

画の策定を行うことは難しいと述べている。高知県で就

労支援を行う NPO 法人も運営する矢野さんは、むしろ、

そうした計画よりも、組織が変化可能な状態を維持する

ことがレジリエンスを生む基盤になると述べている。 

「何が起こるかなんていうのは正直わからないんで、

そういった危機が起こった時にでも、まあ、ある意味

で変化していける、自分自身が変化していける、もち

ろん事業が変化していける、周りの人間をそういった

ことに適用して変化することができるような状態に

し続ける必要はあるという風に感じています。」 

3.2 内部プロセスの変革（RQ2） 

次に、事業の方向性の確認、補助金・貸付金の利用、

事業主・従業員のスキルアップ、在宅勤務の導入のイン

トラプレナーシップの 4つの要素（Cox, 2021）を踏まえ、

日本の小規模事業者において検討する。 

3.2.1 P3：事業の方向性を確認するために模索し、コロ

ナ禍を乗り越えるための目標を設定できる 

インバウンド向けツアーガイドの F さんは、収入が 0

になった 2020 年 4、5 月を踏まえ、これまでのガイド経
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験を活かしたオンラインツアーを新たな事業形態として

取り入れた。それは、コロナ禍が空けた後に実際に日本

への旅行してくれる潜在的な顧客の発掘という目的を見

出したからであった。 

「［…］生き残る体力は圧倒的にあるので、下手に本業

とは違うことはやらずに。オンラインツアーは本業に

すごいつながるものなので。言ってみたら広報的な役

割が、オンラインツアー参加した人は、あの、将来日

本に旅行して来てくれたり、申し込んでくれたりとか

する可能性がとても高まる。」 

そして Fさんは、2021年 8月現在まで、継続的にオンラ

インツアーを続けている。それは、自らの事業の強みを

他社の取り組みを通して見直したからだった。 

「［…］旅行会社の強みはなんだ？人、人材がたくさん

いるところ？ 結構、大きい国際会議の受付業務とか、

そういう旅行会社がずっとやってて。添乗員たくさん

派遣して、動線確保して、こう誘導してスムーズにご

案内する。で、そのためのこの、受付のシステムを新

しく構築したりする。人材とあのシステム構築、この

2つが旅行会社の実は強みで、それは PCRの受付業務

でそのままこう活かせるっていうので。」 

3.2.2 P4：事業の方向性を決め、具体化するために補助

金と貸付金を組み合わせて使用する 

 コロナ禍で様々な給付金や助成金、貸付金の制度が生

まれた。前年度の同月売上比が 50%以下の事業者に中小

法人等に 200 万円、個人事業主等に 100 万円の持続化給

付金を始めとして、雇用調整助成金や自治体独自の給付

制度や家賃補助などが実施された。ただ、事業者らは、

何らかの計画をもとに制度を利用したというよりも、可

能な限り制度に応募し、入ってきた資金を元にしながら

計画を作り上げていった。事実、赤字のまま従業員の雇

用を継続する方針を決めたイタリアンレストランの秋山

さんは、持続化給付金で間一髪危機を乗り越えた。 

「既にもうほぼ売り上げはない赤字の状態で 3 か月間

で 100 万以上が流れてる。まあ、僕ぐらいの世代だと

やっぱり住宅ローンもあって、子供もいて、家族もい

て、従業員の給料払ってっていうと、物凄い勢いでお

金が流れていくんですね。やっぱりあれが入ってくれ

ないとで。で、あれが申請して入ったのは 7 月の終わ

りか、8月、夏にもなってたんですけど。あの時が一番

ギリギリでした。ゼロに。お店は、運転資金ゼロにな

った段階で仕入れができなくなるので、その時点で、

もう従業員、本当に遅いんですけど、その時点までは

何とか［首を］切らないで行こうと決めてたので、間

一髪ゼロになる前に入ってきたんで。繋いだっていう

のは去年の 8月だったと思うんですけど。」 

また、日本政策金融公庫による「新型コロナウイルス感

染症特別貸付」によって、実質 3 年間無利子の貸付を利

用した事業者も一定数あった。そこには、事業の継続の

ための借り入れというだけでなく、今後の事業拡大を狙

った方針も含まれていた。京都府で設計事務所を営む T

さんは、貸付の理由を述べている。 

「仕事の案件で扱う規模というか、額も、その前の年

が大きくなった部分もあって、で、今後の事業をどう

しようというのもあって。元々、融資的なものを受け

る必要はあるのではないかという話はあったんです。

ただそれが、その流れがちょっと変わるかもしれない

というのもあって。で、ちょうどタイミングが、うん。

重なったというのもありますね。」 

3.2.3 P5：事業の方向性に合わせて、従業員へスキルア

ップの機会を設け実施する 

 日本の小規模事業者がスキルアップの機会を創出した

理由は、補助金などにより時間や労働力が余ったからと

いうよりも、事業の経営悪化による業態転換のために必

要であったことが大きかった。ツアーガイドの Fさんは、

事業の売上減少にともなって、オンラインツールを新た

に取り入れた。 

「あの、オンラインツアーはまったく新しいやつだっ

たんで、その zoom の使いかたパワポの使いかた、そ

の zoom の投票機能の使いかた。そういうの全部ツー

ルも新しくやったし、あの、いろいろこう、やること

がなかったり、挑戦して YouTubeとか始めたりとかし

てスタビライザーを買ってきて撮影してやったりと

か［…］。」 

多くの事業者は、できる限り日常の業務を同様に続けて

いくことを重視していた。それは、日常業務とは別に教

育の機会を生み出すことは困難だという認識を伴わせた。

給付金や補助金などで発生した余剰の時間や労働力を利

用し、オンラインセミナーを通した食品安全認証の導入

や、新たなトレーニングプログラムの作成といった米国

の事業者（Cox, 2021）と比較し、スキルアップの機会の

活用は日本では積極的には見られなかった。 

3.2.4 P6：リモートワークは、新たな課題と機会をもたらす 

リモートワークを取り入れている事業者は、18事業者

のうち 2事業者にとどまった。確かに、多くの事業者は、

リモートツールの利用を開始していたが、それは自宅か

らの業務遂行というよりも、対面での打ち合わせを代替

する目的で用いられていた。オンラインでのミーティン

グは、事業組織にとって、移動にかかる不要な時間的・

経済的コストを削減することに寄与した。大阪府で都市
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計画のコンサルタントとして働く Nさんは、対面とオン

ラインの新たな組み合わせによって、業務の効率化が推

進されたと述べている。 

「事業の組み方としては、結構、担当の方との打ち合

わせっていうのは、半分現地半分ウェブみたいな形で

組み合わせて行く感じになりました。逆にそれで負担

も、事務所としての移動が、移動時間が減ったことも

あるので、業務数が増えたっていうところにも繋がっ

ているのかなとは思います。」 

業務の効率化という側面ではメリットが大きかったが、

ミスコミュニケーションが生じることも指摘されている。

デザイナーの古館さんは、クライアントの要望をオンラ

インで汲み取ることの難しさを述べている。 

「やっぱクライアントととは、どうしようもない話を

しながら、この人ってこんな人だよねっていうのを分

かり合って話をしてたものが、何か Zoom とかは対面

の会議じゃないから、その人はね。もう時間で、ぶつ、

ぶつって切っちゃうからさ、こういうのって。実際に

この人ってこんな人だよねっていうのが見えにくく

なったっていうのはあるかな。」 

3.3 事業者どうしの助け合い 

日本の小規模事業者の適応には、米国の事例では言及

されない、互恵型、あるいは結束型のソーシャル・キャ

ピタルも見られた。イントラプレナーシップは、利他的

な形式を含んだ形で、サプライチェーンを維持する努力

としても現れる。秋山さんは、仕入れ先から、廃棄率が

50%を超える過剰な仕入れを行っているという。 

「給付金も［卸］業者さんたちってのは、本当にごく

微々たるものしか入ってなかったんで、営業してる人

間が少しでも取らなきゃっていうのと、僕も 20年以上

修行時代から付き合ってる業者さんのところもいた

のでなんとか僕も生き残るし、業者さんにも生き残っ

てほしいっていうのがあって。だったら営業してるお

店は少しでも取るという意味で僕もお願いされるし、

僕もお願いしたい時はお願いを聞いてくれる関係だ

ったので、ここは僕のできる範囲で取り続けようと思

ってやった結果が廃棄率 50 パーセントなんですけど。」 

だが、この互恵性は、コロナ禍が長引くことで、感染症

を拡大しかねない行為を正統化させる認識を生みつつあ

る。木村さんは、同業の飲食店を飲み歩くことを「ダメ」

なことと認識しつつも経済のために行っているという。 

「もうコロナ禍はもう、うちだけではないので、どこ

のお店もそうですので。できる限り、久慈市の経済を

回せじゃないですけども、少しでも。他の飲食店さん

にも、と思って、できる限り、周るようにはしていま

す。逆に。それが、ダメかもしれないですけども。」 

 

４．結論 

日本の小規模事業者は、コロナ禍に適応するために、

米国の小規模事業者と同様に、事業価値を維持し、事業

継続を組織の変革によって実施してきた。小規模事業者

は BCPを持っていなかったが、コロナ禍におけるリスク

を低減するための方策をいち早く導入していた。米国と

比較すれば、周囲の目や雰囲気といった社会規範を考慮

した上での事業継続の判断が強く含まれていた。そして、

そこには、取引先を中心とした事業者らの助け合いによ

るこれまでの関係の維持・存続を図る互恵的なイントラ

プレナーシップが見られた。これは、自身の事業に対し

て新たなスキルや教育機会を投資することで適応しよう

とした米国の事例とは対照的であった。 

また、事業を元通りにするという小規模事業者の BCP

の不在は、感染症のリスクを低く見積もることの結果と

いうよりも、即興やイントラプレナーシップを維持する

潜在的なレジリエンスの源として捉えた方が適切である

ことも示唆された。小規模事業者において事前の BCP策

定は望ましいとはいえ、目下の経営資源を BCPに割くこ

とは必ずしも合理的であるとは言えない（Cox, 2021）。

言い換えれば、イントラプレナーシップが発揮される条

件は、計画の設定にあるのではなく、場当たり的で即興

的な変化を要求される立案（c.f., Auf der Heide, 1989）の

プロセス―business change planning（事業変革立案）―を

維持することではないか。それは、常に継続的に事業を

変革できる状況に自覚的であることである。 

もちろん、本稿では、事業変革にかかるリソースの違

いや文化的な影響、政策的な違いについては、十分に検

討することができていない。また、従業員数、業種、性

別、地域の偏りについても十分に検討できていない。加

えて、日米比較についても、米国の一事例を元に比較し

たのみであり、今後の十分な検討が必要とされる。 
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