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本セミナーの目標
Goal of the seminar

1）日本とアメリカの小規模事業者がコロナ禍でおかれた環境、
採用した戦略の違いを理解する
Identify differences in the environment in which Japanese and American small 

businesses operate and the strategies they have adopted under the COVID-19 

pandemic

2）何をどのように用いてコロナ禍に対応したか小規模事業者の
実践から学び、パンデミックからの教訓を探る
Learn from small businesses what and how they adapted to the COVID-19 

pandemic and identify lessons learned from the pandemic



発表1：「不安定な社会規範の中での事業者らの模索／ 1) “The Search for Business Owners during Unstable Social Norms”

松原悠（京都大学防災研究所）／Dr. Yu Matsubara (Disaster Prevention Research Institute, Kyoto U., Japan)

発表2：「米国の事業者がコロナ禍を乗り越えた秘訣」／ 2) “Business Continuity as Entrepreneurship”

Cox Zachary（デラウェア大学災害研究センター）／ Dr. Cox Zachary (Disaster Research Center, U. of Delaware, U.S.A.)

発表3：「日米の小規模事業者の対応の違い」／3) "Differences and similarities of Small Businesses in Japan and U.S.“

大門大朗（京都大学防災研究所、デラウェア大学）／Dr. Hiroaki Daimon (Disaster Prevention Research Institute, Kyoto U.,;

Disaster Research Center, U. of Delaware)

「パンデミックを生き抜く知恵と制度の課題」

"Wisdoms and Challenges in Surviving a Pandemic"

モデレーター：Cox Zachary・大門大朗／Moderators: Zachary Cox, Hiroaki Daimon 

パネリスト：大橋磨州氏（呑める魚屋魚草）、羽田野まどか氏（宮津町家再生ネットワーク）、藤本賢司氏（Japan Exploration Tours JIN-仁）／
Panelists: Mashu Ohashi (Uokusa: Fish shop with a standing bar), Madoka Hatano (Miyazu Machi-ya Restoration Network), Kenji Fujimoto (Japan Exploration Tours JIN-仁)

●第2部：パネルディスカッション・小規模事業者から学ぶ 10時20分～11時30分

Part 2: Panel Discussion: Learn from small businesses (10:20-11:30 JST, 21:10-22:30 EDT)

●第1部：セミナー・日米の違いを考える 9時00分～10時10分

Part 1: Lecture: Identify the differences btw Japan & US (9:00-10:10 JST, 20:00-21:10 EDT)

－10分休憩 / 10 mins break －



第1部：セミナー 9時00分～10時10分／Part 1: Lecture (9:00-10:10 JST, 20:00-21:10 EDT)

• 「米国の事業者がコロナ禍を乗り越えた秘訣」
Cox Zachary（デラウェア大学災害研究センター）

• "How U.S. Businesses Overcame the COVID-19 pandemic”
Dr. Cox Zachary (Disaster Research Center, U. of Delaware, U.S.A.)

⚫ 発表2：米国の事例について／Presentation 2: Case in the United Sates

• 「日米の小規模事業者の対応の違い」
大門大朗（京都大学防災研究所、日本学術振興会、デラウェア大学）

• "Differences and similarities of Small Businesses in Japan and U.S.”
Dr. Hiroaki Daimon (Disaster Prevention Research Institute, Kyoto U.; Japan Society for the 

Promotion of Science; Disaster Research Center, U. of Delaware)

⚫ 発表3：日米の対応の違いについて／Presentation 3: Adaptation strategies

• 「不安定な社会規範の中での事業者らの模索」
松原悠（京都大学防災研究所）

• “The Search for Business Owners during Unstable Social Norms”
Dr. Yu Matsubara (Disaster Prevention Research Institute, Kyoto U., Japan)

⚫ 発表1：社会の「空気」について／Presentation 1: Social Norms
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不安定な社会規範の中での事業者らの模索

Struggling in Unstable Social Norms: 
Small Businesses in COVID-19 Disaster

京都大学防災研究所
松原悠

Yu MATSUBARA (Kyoto University)

2022/4/22
第53回総合防災セミナー
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はじめに

◼ 日米のコロナ感染者数（2022年4月5日時点、ジョンズ・ホプキンス大の集計）

◼ 人口 population：332,000,000人（2021年7月米統計局推計）

◼ 感染 total cases： 81,495,644人（24.55%）

◼ 死亡 total deaths： 997,127人（0.30%）

◼ 人口 population：125,360,000人（2021年7月1日時点の推計値）

◼ 感染 total cases： 6,730,654人（5.37%）

◼ 死亡 total deaths： 28,332人（0.02%）

◼ 本研究のインタビュー実施時期 interview date

◼ アメリカ US：第1回 2020年＋第2回 2021年3月 2020 & Mar.2021

◼ 日本 JP：2021年7月～9月 Jul.-Sep. 2021

◼ 本発表では、主に日本のインタビュー結果について述べる。

アメリカ US

日本 JP
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感染者数の動向

アメリカ

日本

第1波
緊急事態宣言

第2波
(Go to)

第3波
緊急事態宣言

第4波
（アルファ株）
緊急事態宣言

第5波
(デルタ株)

緊急事態宣言

第6波
（オミクロン株）

まん延防止

オミクロン株ワクチン効果？
（アルファ株）

デルタ株

← interview

← インタビューのカバー範囲

stay-at-home
order

@デラウェア州

stay-at-home
advisory
@デラウェア州
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感染者数とワクチン接種数

アメリカ US

日本 JP

感染者数
total cases

ワクチン接種数
Total Vaccine Doses Administered

データ出典：
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/dashboards/bda7594740fd4029942
3467b48e9ecf6

感染者数
total cases

ワクチン接種数
Total Vaccine Doses Administered
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日本での規制内容の推移 countermeasures in Japan

宣言1回目
state of 

emergency

(1st time)

宣言2回目
state of 

emergency

(2nd time)

宣言3回目
（アルファ）
(3rd time) 

(alpha)

宣言3回目
(デルタ)

(3rd time) 

(delta)

オミクロン

まん延防止
(omicron)

対象都道府県数（最大）
the number of prefectures in the emergency

47 11 10 2１ 36

外出自粛
stay at home advisory

〇 〇 〇 〇

飲食店への休業要請

request of restaurant closures
〇 〇

飲食店への時短要請
request of shortened business hours of restaurants

〇 〇 〇 〇 〇

大型商業施設等への休業要請
request of shopping malls closures

〇 〇

大型商業施設等への時短要請
request of shortened business hours of shopping malls

〇 〇 〇

イベント人数制限
limitation of event participants

〇 〇 〇 〇 〇

小中学校の休校

closure of schools
〇
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研究の背景 background

◼ 発表者はこれまで自然災害の復旧・復興の研究を行ってきた。

◼ 大規模災害時には、先行きが不透明で、かつ、社会規範も不安定な状態のもと

で行動や意思決定を行うこととなる。
Social norms become unstable in natural disasters. 

◼ 新型コロナウイルス感染症の流行下でも、同様な状況が生じたのではないか？

◼ とりわけ、自粛警察の標的になったり行政からも様々な要請を受けたりした飲食店

をはじめとする、小規模な事業者はどのようにコロナに対応してきたのだろうか？
How did social norms change in COVID-19 disaster? How did small businesses respond to it?

http://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h20/11/special_02_1.ht
ml より

〈防災ゲーム クロスロード〉

あなたは避難所の食糧担当。被災から数時間。避難

所には3000人が避難しているとの確かな情報が得

られた。現時点で確保できた食糧は2000食。以降の

見通しは、今のところなし。まず2000食を配る？
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研究方法 methodology

◼手法：半構造化面接（zoomを使用） semi-structured interviews

◼時期：2021年7月～9月 Jul.-Sep. in 2021

◼サンプリング：機縁法 snowball sampling

◼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

◼対象者：27事業者28名 27 businesses (28 employers)

◼従業員数：平均2.9人（分散8.7） avg. 2.9 employees

※中小企業庁の定義の小規模事業者を対象

◼手続き

◼1事業所あたり40分～1時間程度 40min~1hour

◼概ね理論的飽和が達成された theoretically saturated

（なお、関連して、アメリカの小規模事業者を対象とした同様の調査をデラウェア大学

において行っている。）
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（参考） 質問項目一覧（日米共通）

1) ここ数ヶ月の事業の状況

2) コロナ禍以前の感染症対策

3) コロナ禍が始まった頃の事業の様子、対応状況

4) 事業の停止や再開の有無、行政の方針による影響やそれ以外の判断材料

5) 現在の懸念や課題

6) リモートワークの導入状況

7) 助成・給付や貸付等の申請の有無、申請の経緯

8) 新たなスキルを身につけるためのトレーニングの有無

9) 取引先との関係の変化

10) 製品やサービス、事業形態の変更の有無

11) 組織と地域の関係や交流の変化の有無

12) 地域に何かを提供したり、貢献したりする機会の有無

13) 今思えばコロナ禍にどう準備しておけばよかったか、もし何があれば

さらにコ

ロナ禍に適応できたか

14) パンデミックを乗り切るために必要不可欠な教訓
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結果の分析 analysis of the interview data

◼得られたインタビューデータから、事業に関する重要な判断・意思

決定に関するものを抽出。
I focused on important judgements concerning business continuity.

◼なお、得られたデータはあくまで2021年のインタビュー時点から過去を振

り返ったものであるため、当時の心情等についての語りはこの点を割り引

いて解釈する必要がある。

◼また、インタビューは2021年の第5波の最中で、まだ出口の見えない状

況において実施されたものであることも留意する必要がある。

◼新型コロナウイルス感染症の状況は時々刻々と変化して

きたため、データを大括りの時系列で整理。
I introduce the result of analysis in chronological order.

◼コードの分析を行ったところ、最初の緊急事態宣言の解除までが一つの

時系列として分けられることが明らかになった。

（コード分析においては、9つのコードが抽出された。今回はその分析結果

の中から、事業に関する重要な判断・意思決定に関するものを抽出した）
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2020年1月～5月 （第1波、4月から全国で緊急事態宣言）
Jan.-May in 2020

◼休業の判断 judgement on business closures

◼2020年2月末から停止（高知県山間部での滞在型研修）

◼2020年3月ごろから予約を止め、4月には休館（和歌山県南部

のゲストハウス＋私設図書館）

◼2020年3月末（東京の魚介類販売＋立ち飲み店。都の外出自

粛要請にあわせて休業）

◼2020年4月（京都府北部の飲食店。当時、飲食店は要請対象

外だったが、まわりのお店が次々と休業したため）

◼新事業の展開 development of new businesses

◼2020年2月～3月から布マスクを作って販売（東京都の寝具レン

タル・販売店）

◼2020年3月上旬に融資を受け、3月中旬ごろからオンラインツアー

の準備に着手（大阪府のインバウンドツアーガイド）

結果の分析 analysis of the interview data
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2020年6月～12月（緊急事態宣言解除、GoTo、夏の第2波）
Jun.-Dec. in 2020

◼事業再開の模索（独自ルールの創設）trials and errors for restarting businesses 

◼来県の前の2週間に気をつけることや、GoToキャンペーンの状況を見て

受け入れ（高知県山間部での滞在型研修）

◼マスクや手指消毒などが有効な対策として一般的に認識されるようにな

った状況で再開。また、近隣エリアの感染者発生状況も考慮して判断

（和歌山県南部のゲストハウス＋私設図書館）

◼事前にPCR検査を受けることをお願いした（京都府北部の農家民宿）

◼感染リスクの多寡を考慮して受注するか判断（大阪府のデザイナー・フ

ォトグラファー。自身の感染経験も影響）

◼独自に客席の間引きやパーティション設置、営業時間短縮を実施（東

京の魚介類販売＋立ち飲み店）

◼1組貸し切り×1日4組、といった営業スタイルでの感染リスク低減を試

行。自主的な空気清浄機設置。（神奈川県のイタリアンレストラン）

結果の分析 analysis of the interview data
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◼事業再開の困難 trials and errors for restarting businesses 

◼コロナ対策で工場見学を中止。一方、有名人の見学希望があった

際の受け入れについて紛糾（後ろ指をさされるのでは、といった世間

の目も懸念）。（京都府北部の食品製造業）

◼2020年は、行事やイベントは検討の余地なく中止（東京都の商

店街組合。基本的に行政に追従したが、独自ルールができるとよか

ったとのこと）

◼2020年はイベントゼロ（岩手県内の観光協会。行政ルールが

100%との発言あり[ついつい安全寄りの解釈・判断に]）

2020年6月～12月（緊急事態宣言解除、GoTo、夏の第2波）
Jun.-Dec. in 2020

結果の分析 analysis of the interview data
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202１年１月 ～ 2021年 夏 Jan.-Aug. in 2021

（年明けから2度目の緊急事態宣言、 3度目の緊急事態宣言[関西

でアルファ株流行]、デルタ株流行による緊急事態宣言）

◼行政ルールの枠内での運用（主に飲食店）
businesses under government rules

◼通常営業は休止。店舗を貸してイベント営業ができるように、休業で

なく時短として届け出。（神奈川県のワインバー）

◼時短にあわせて夜営業を休止。（京都府北部の飲食店）

◼協力金で固定費がまかなえるため休業。（東京都のバー）

◼時短要請を受けてランチ営業主体に切り替え。（東京都の焼鳥店）

◼行政ルールに従って営業（神奈川県のイタリアンレストラン）

(行政ルールに従っていても苦情や嫌がらせを受ける場合も)

結果の分析 analysis of the interview data
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202１年１月 ～ 2021年 夏

（年明けから2度目の緊急事態宣言、 3度目の緊急事態宣言(関西

でアルファ株)、デルタ株流行による緊急事態宣言）

◼独自ルールへの切り替え switching to restaurant’s own rules

◼1組2名・30分・お酒2杯までという独自ルールで営業（東京の魚介類販

売＋立ち飲み店。お店を守ることや仕入れ先も含めたお店を支えている人

たちの生活を守ることを念頭に置いた判断）

◼コロナ感染者発生の影響、身近化 judgement based on appearances of cases

◼行政の要請というよりは、コロナ感染者が出たため出社を止めたことはあっ

た（東京都の映像制作業）

◼もし従業員や関係者がコロナにかかったら現場に出さないようにしようかと

考えている（岩手県の設備工事業）

結果の分析 analysis of the interview data
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考察 discussion

◼ 時間経過に伴って、「行政ルール」「事業者ルール」「世間ルール（特定の組織や個人に由来

しないルール）」の3つの力関係が変化し、それが事業者の行動に影響を与えていた。
Power balance of three kinds of rules changed as time passes.

(Three kinds of rules: Rules created by governments, Rules created by people(not a 

specific person or organization) and Rules created by a small organization)

行政

事業者

行政

世間 事業者 世間 事業者

2020年1月～5月 2020年6月～12月 2021年1月～

◼ 行政の要請には罰則なし。

◼ 世間に自粛の「空気」が広

がり、ほとんどの事業者が

休業。

◼ 行政は感染症対策が重

要と言いながらGoToキャ

ンペーンも推進しちぐはぐ。

◼ 自粛の「空気」は緩まった

ものの、温度差あり。事業

再開に工夫が求められた。

◼ 行政は措置内容を明確化

し協力金や罰則も創設。

◼ 行政のルールに従う者が

大勢だが、行政ルールが

万能な訳ではなく、枠内外

で事業継続を模索。

・大規模自然災害時の自粛では行政は基本的に関与しないが、今回は行政が１つのキープレイヤーに。

・このような図式が念頭にあれば、不安定な社会規範のなかでも現状把握をしやすくなるのではないか。

世間

行政
Gov.

People Small
Businesse

s 

Gov.

People Small
Businesse

s 

Gov.

People Small
Businesse

s 



Discussion

◼ We found the power balance of three rules changed as time 

passes from the interview data of small businesses owners.

(Three rules: Rules created by governments(official rules), 

Rules created by people(not a specific person or 

organization) and Rules created by a small organization)

Gov.

Small

Businesses 

Gov.

People
Small

Businesses 
People

Small

Businesses 

Jan.～May

in 2020

Jun.～Dec.

in 2020
Jan. 2021~

People

Gov.
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pattern examples

Rules created by 
governments(official 

rules)

・shortened business hours of restaurants

・no alcohol drink servings in restaurants

・closure of shopping malls

Rules created by 
people(not a specific 

person or organization)

・closure of restaurants and other shops
(April-May in 2020)

・wearing a mask (especially in earlier 2020)

Rules created by
a small organization

・unique alcohol serving rules in a restaurant in 
Tokyo

(30min and 2drinks maximum)

・rules of choosing customers (in a guesthouse or by 
a 

photographer. They avoided high risk customers.)

Three kinds of rules under the COVID-19 pandemic



Zachary Cox（ザッカリー・コックス）

April 22, 2022 / 2022年4月22日

Business Continuity as Entrepreneurship

起業家精神としての事業継続



Agenda
本日の内容

• Introduce the Theory
理論の紹介

• Describe the Methods
方法の説明

• Discuss the Results
ディスカッション

• Questions 
質疑・応答

28



Research Questions
研究テーマ

• How did small organizations use business 

continuity techniques to preserve their value 

through the pandemic?

小規模事業者は、コロナ禍において、事業継続の手

法をどのように用いて企業価値を維持したのか？

• How did small organizations reflect on their 

internal processes to change the way they do 

their work?

小規模事業者は、どのようにして仕事のやり方を見

直し、そのやり方を変えていったのか？

• How did small organizations adapt their 

offerings to support their communities?

小規模事業者は、どのように自分たちの商品やサー

ビスを地域社会に適応させていったのか？

29
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Propositions
研究の仮説



Propositions: Business Continuity
仮説：事業の継続

• #1: Few small organizations had business continuity plans; fewer still had a pandemic 
annex.

• #2: Small organizations had capacities that formed the foundation of their resilience.

• #3: Business continuity took place just-in-time as businesses adapted to the new context.
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• 仮説①：事業継続計画（BCP）を持っている小規模組織はほとんどなかった。さらに、
パンデミックの項目を持つ組織は皆無であった。

• 仮説②：レジリエンス（回復力）を生み出す力を小規模事業者はすでに持っていた。

• 仮説③：変化する状況に対応していく上で、事業者らが採用したのは、臨機応変（ジャ
ストインタイム）なやり方であった。



Propositions: Internal Reflection
仮説：内なる変化－事業の中を見つめ直す

• #4: Small organizations used visioning techniques to understand their purpose and set goals to navigate the 
pandemic.

• #5: Small organizations used a mixture of loans, grants, and aid to enact their visioning agenda.

• #6: Working from home presented novel challenges and opportunities.

• #7: Small organizations invested in upskilling employees.

• #8: COVID-19 presented small organizations with the opportunity to redefine the relationships they had with 
other professional entities

• #9: Some small organizations closed because of the pandemic.
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• 仮説4：事業の目的を確認し、目標を再設定する「ビジョニング」を行ったことで、事業者らはパンデミックを乗り
切った。

• 仮説5：融資、助成金、給付金を組み合わせて、ビジョンの課題を実現した。

• 仮説6：在宅勤務は、新たな挑戦と機会を生み出した。

• 仮説7：従業員のスキルアップに投資した。

• 仮説8：コロナ禍は事業者らに、新たな取引先や顧客との関係を生み出す機会を与えた

• 仮説9：小規模事業者の中には、廃業せざるを得なかったものある。



Propositions: External Adaptation
仮説：外への適応－事業の外に目を向ける

• #10: COVID-19 presented small organizations with an opportunity to redefine the relationships that they had 
with their community.

• #11: Small organizations engaged in philanthropy to be creative and advance the causes about which they 
cared.

• #12: Small organizations developed new products and services as they came to understand new needs in 
their community.
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• 仮説10：コロナ禍は、地域との関わり方を見つめ直す機会を与えた。

• 仮説11：地域に何が必要か考え、自分たちのできることから、地域貢献に取り組んだ
。

• 仮説12：地域の新たなニーズを理解し、新しい製品やサービスを生み出した。
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Methodology
研究の方法



Research Goal
研究の目標

• To understand how small organizations 
navigate COVID-19 by employing 
measures of… 
小規模事業者がCOVID-19を生き抜
くために用いた対策は…

• Business Continuity
事業の継続

• Internal Reflection
内なる変化

• External Adaptation
外への適応

• By…
関わってもらったのは…

• Engaging directly with their 
owners, managers, and 
employees
オーナー、マネージャー、
従業員

35



Talking to People／協力者への聞き取り
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• Interviewsインタビュー

– Disaster Research Center 
Community Impacts and Adaptation 
Project
デラウェア大学災害研究センタ
ー・地域社会への影響と適応プ
ロジェクト

– March 2021 follow up
2021年に第2回目のインタビュー
を実施



Sample Characteristics/協力者の情報

First Round 
第1回目

Number
人数

Percentage
割合(%)

Business
営利企業

18 54

Non-Profit
非営利団体

10 30

Faith
宗教法人

4 12

UD Affiliated
大学関連

1 3

Second Round
第2回目

Number
人数

Percentage
割合（%）

Business
営利企業

12 60

Non-Profit
非営利団体

8 40
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Repeats
うち1回目も参加

Number
人数

Percentage
割合（%）

Businesses
営利企業

6 30

Non-Profits
非営利団体

8 40
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Results
結果



Business Continuity
事業の継続

How do the owners, managers, and employees of small 
organizations use business continuity techniques to 

preserve their value through the COVID-19 pandemic?
小規模事業者のオーナー、マネージャー、従業員は、
コロナ禍において、どのようにして事業継続を行い、

事業の価値を維持したのでしょうか？
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Preparedness/備え

• Few small organizations will 
have a business continuity 
plan; fewer still will have a 
pandemic annex.

• 事業継続計画(BCP)を持っている
小規模組織はほとんどなかった。
さらに、パンデミックの項目を持
つ組織は皆無であった。

• Risk Analysisリスク分析

– Arty, a business 
continuity planner
事業継続計画担当者
アルティさん

• Terrorism focus
テロ対策に注力
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Preparedness /備え

• Few small organizations will 
have a business continuity 
plan; fewer still will have a 
pandemic annex.

• 事業継続計画(BCP)を持っている
小規模組織はほとんどなかった。
さらに、パンデミックの項目を持
つ組織は皆無であった。

• Unable to Prepare
準備できない

– Tracey, who owned a store
小売店を経営するトレーシーさん

• Other work to do
他にもやらないといけないこと
がある
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Preparedness /備え

• Few small organizations will 
have a business continuity 
plan; fewer still will have a 
pandemic annex.

• 事業継続計画(BCP)を持っている
小規模組織はほとんどなかった。
さらに、パンデミックの項目を持
つ組織は皆無であった。

• Unable to Comprehend the 
problem 何が起こっているか
理解できない

– Vinny, who ran a sports 
complex
スポーツ施設を経営してい
たヴィニー

• Cancellations
キャンセルについて
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Preparedness /備え

• Small organizations have 
existing capacities that form 
the foundation of their 
resilience.

• レジリエンス（回復力）を
生み出す力を小規模事業者はす
でに持っていた。

• Experience with Disaster
過去の災害経験

– Betty, who owned a research 
consultancy
調査コンサルタント会社を経
営していたベティさん

• Gay community and HIV/AIDS
ゲイ・コミュニティと
HIV/エイズ
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Preparedness /備え

• Small organizations have 
existing capacities that form 
the foundation of their 
resilience.

• レジリエンス（回復力）を
生み出す力を小規模事業者はす
でに持っていた。

• Money Matters
資金の問題

– Oliva, who owned a 
coffee shop
コーヒーショップを経営し
ていたオリバさん

• Some savings
テナント用の貯金
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Preparedness /備え

• Time in the Community
地域に根ざすということ

– Joe, who owned an 
entertainment company
エンタメ会社を経営していた
ジョーさん

• Significant relationships
長年の関係性
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• Small organizations have 
existing capacities that form 
the foundation of their 
resilience.

• レジリエンス（回復力）を
生み出す力を小規模事業者はす
でに持っていた。



Preparedness Summary
「備え」のまとめ

• Prepare 備え

– Risk analysis discourages 
action
リスク分析が行動を抑制する

– No time 時間がない

– Hard to understand
わかりにくい

• Capacity 対応力

– Experience with disaster
災害時の経験

– Money 資金

– Time in community
コミュニティでの時間
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Internal Reflection
内なる変化－事業の中を見つめ直す

How do the owners, managers, and employees of small 
organizations reflect on their internal processes to change the 

way they do their work during the COVID-19 pandemic?

コロナ禍において、小規模事業者は、どのようにして業務や仕事のや
り方を見直し、そのやり方を変化させていったのか？
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Vision
ビジョンを描く

• Small organizations can use 
visioning techniques to 
understand their purpose 
and set goals.

• 事業の目的を確認し、目標を再
設定する「ビジョニング」を行
ったことで、事業者らはパンデ

ミックを乗り切った。

• Understanding Purpose
事業目的の確認

– Jackie, who ran a non-
profit for the elderly
高齢者向けの非営利組織を運
営するジャッキーさん

• Connecting people with 
the community
人と地域をつなぐこと
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• Doing Research
実験してみること

– Margaret, who ran a museum
ミュージアムを運営する
マーガレットさん

• Looking around, trying things
観察し、試してみる

• Experimentation 社会実験
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• Small organizations can use 
visioning techniques to 
understand their purpose 
and set goals.

• 事業の目的を確認し、目標を再
設定する「ビジョニング」を行
ったことで、事業者らはパンデ

ミックを乗り切った。

Vision
ビジョンを描く



Loans, Grants, and Aid
融資・助成・給付金

• Small organizations will use 
a mixture of loans, grants, 
and aid to enact their 
visioning agenda.

• 融資、助成金、給付金を組み合
わせて、ビジョンの課題を実現
した。

• The Need 資金の必要性

– Sasha, who owned a restaurant
飲食店を経営するサーシャさん

• Lost 72% of business year-
over-year in April 2020
2020年4月に前年比28％の
売上に激減
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• Challenges 課題

– Will, who managed a 
church
教会を経営していた
ウィルさん

• Spent 16 hours on the phone
16時間におよぶ電話
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• Small organizations will use 
a mixture of loans, grants, 
and aid to enact their 
visioning agenda.

• 融資、助成金、給付金を組み合
わせて、ビジョンの課題を実現
した。

Loans, Grants, and Aid
融資・助成・給付金



• Challenges 課題

– Karl, who owned a snack 
food manufacturer
スナック菓子メーカーを
経営するカールさん

• Second round was much 

improved
2回目の申請ではかなり改善
されたという
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• Small organizations will use 
a mixture of loans, grants, 
and aid to enact their 
visioning agenda.

• 融資、助成金、給付金を組み合
わせて、ビジョンの課題を実現
した。

Loans, Grants, and Aid
融資・助成・給付金



Training and Education
研修・トレーニング

• Small organizations will 
invest in upskilling 
employees.

• 従業員のスキルアップに
投資した。

• Employer-Directed Training
雇用者主導のトレーニング

– Melinda, who managed an ice 
cream parlor
アイスクリーム・パーラーを
経営していたメリンダさん

• Offered ServSafe for free
ServSafeを無償で提供
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• Employer-Directed 
Education
雇用主主導の教育

– Very little education 
offered

– 教育はほとんど行われてい
ない
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• Small organizations will 
invest in upskilling 
employees.

• 従業員のスキルアップに
投資した。

Training and Education
研修・トレーニング



• Self-Directed Training
自己管理型のトレーニング

– Connie, who ran a charter school
チャータースクールを運営する
コニーさん

• Staff members supported each 
other to learn new skills
スタッフ同士が支え合いながら、
新しい能力を習得
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• Small organizations will 
invest in upskilling 
employees.

• 従業員のスキルアップに
投資した。

Training and Education
研修・トレーニング



• Self-Directed Education
自己管理型教育

– Carey, who owned an activity center
アクティビティセンターを経営する
キャリーさん

• Started on her doctorate
博士号取得に着手

• Using coursework to engage in 
entrepreneurship
コースワークを活用した起業への
取り組み
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• Small organizations will 
invest in upskilling 
employees.

• 従業員のスキルアップに
投資した。

Training and Education
研修・トレーニング



Internal Reflection Summary
内なる変化のまとめ

• Vision ビジョンを描く

– Understanding purpose
事業目的の確認

– Doing research
実験してみること

• Support 援助・支援

– The need 必要性

– Challenges 課題

• Training and Education
研修・トレーニング

– Little evidence
根拠の乏しさ
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External Adaptation
外への適応－事業の外に目を向ける

How do the owners, managers, and employees adapt 
their products, services, and offerings to support their 

communities through the COVID-19 pandemic?

小規模事業者は、どのように自分たちの商品やサービスを
地域社会に適応させていったのか？
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Adaptation 適応

• Small organizations will 
engage in philanthropy to be 
creative and advance the 
causes they care about.

• 地域に何が必要か考え、自分た
ちのできることから、地域貢献
に取り組んだ。

• Philanthropy was Hard
地域貢献は難しい

– Vanna, who owns childcare facilities 
保育施設を経営するバンナさん

• Offered a community service
コミュニティサービスの提供

• Hard to make ends meet
家計のやりくりが大変

• No capacity for philanthropy
地域貢献をする余裕がない
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• Alternative Philanthropy
違った形の地域貢献

– Hannah, who owned a cat café
猫カフェを経営するハンナさん

• Products were helpful
製品が役に立った

• Collaborated with other 
organizations
他の組織との協働

60

Adaptation 適応

• Small organizations will 
engage in philanthropy to be 
creative and advance the 
causes they care about.

• 地域に何が必要か考え、自分た
ちのできることから、地域貢献
に取り組んだ。



• Small organizations will 
develop new products and 
services as they understand 
new needs in their 
community.

• 地域の新たなニーズを理解し、
新しい製品やサービスを生み
出した。

• Adapting the Portfolio
新たなサービスの開始

– Beverley’s neighbors who 
owned an art gallery
アートギャラリーを経営していた
ビバリーさんのご近所さん

• Started selling hand sanitizer
手指消毒剤の販売を開始

• Became “essential”
「必要不可欠なもの」に
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Adaptation 適応



• Adapting the Portfolio
新たなサービスの開始

– Kelly, who started a mask non-profit 
マスクのNPOを立ち上げたケリーさん

• Used her skills in new ways
自分の能力を新しい形で発揮

• Employed 50 people
50名の新たな雇用

• Made 33,000 masks
33,000枚のマスクを製作
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Adaptation 適応

• Small organizations will 
develop new products and 
services as they understand 
new needs in their 
community.

• 地域の新たなニーズを理解し、
新しい製品やサービスを生み
出した。



• Adapting the Portfolio
新たなサービスの開始

– Lilly, who managed a food pantry
フードパントリーを運営するリリーさん

• Easier, more accessible
より簡単に、より身近に

• “Can’t steal from us”
"私たちから盗むことはできない"

• Allowed access to non-traditional 
people and families
非伝統的な人々や家族へのアクセス
を許可した。
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Adaptation 適応

• Small organizations will 
develop new products and 
services as they understand 
new needs in their 
community.

• 地域の新たなニーズを理解し、
新しい製品やサービスを生み
出した。



External Adaptation Summary
外への適応のまとめ

• Philanthropy 地域貢献

– Not seen in the sample
インタビュー協力者の中に
は見られなかった

– Alternative forms of 
community  support
コミュニティを支援する
別のやり方

• Adaptations 適応

– “Cheeky” adaptations
“生意気”な適応

– Skill adaptations
適応するスキルの導入

– Product adaptations
適応する製品の開発
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Conclusion まとめ

• Preparedness 備え

– No “plan”
「計画なし」

– A foundation of 
resilience
レジリエンス
(回復力)の源泉

• Internal Reflection 内なる変化

– Guided by a visionビジョンの策定

– Supported with aid 給付金による支援

• External Adaptation 外への適応

– No philanthropy 地域貢献は難しい

– New products 新たな製品の開発
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日米の小規模事業者の対応の違い
Differences and similarities of Small Businesses

in Japan and the United States

大門大朗 Hiroaki Daimon*1, 2, 3

*1 京都大学防災研究所 Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, Japan.
*2 日本学術振興会特別研究員（CPD） Cross-boarder Postdoctoral Fellow (CPD), Japan Society for the Promotion of Science

*3 デラウェア大学災害研究センター Disaster Research Center, University of Delaware, USA.
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起業家的行動力（アントレプレナーシップ）の2つの側面
Two aspects of Entrepreneurship

組織の外へ

Toward external business

組織の中へ

Toward internal business

New

New

Organization/事業体 Organization/事業体

小規模事業者は、何を用いて内なる変化を可能にしていたか？

What resources did the small businesses use to enable internal change?



日本とアメリカの違い Differences in the U.S. and Japan

日本/ Japan アメリカ/ United States

1) 社会制度・感染状況（2021年まで）/ Social institution & Infection Status (by 2021)  

• 感染状況/ Infection Status • 5.37% • 24.55%

• 検査/ Testing • 有料(数万円)/ 2~300 USD • 無料/ free

• 事業者数/ Number of businesses • 変化なし/ No change • 20%減/ 20% drop (in 2020)

• 国からの事業者への要請/ Request by the government • 時短・休業要請
/ Short time and suspension request

• なし/ N.A.

2)事業継続・備え Business Continuity/ Preparedness

• リスク認識・計画/ Risk perception & plan • 事業計画なし、低い認識
/ No plan, low risk perception

• 事業計画なし、低い認識
/No plan, low risk perception

• レジリエンスの能力/ Capacity of resilience • あり/ Yes • あり/ Yes

3) 内なる変化/ Internal Reflection

• 事業価値の再設定/ Visioning • あり/ Yes

• 給付・貸付の活用/ Supported with aid • あり/ Yes

• スキルアップ/ Skilling up • あり/ Yes

• リモートワーク/ Working from home • あり/ Yes

4) 外への適応/ External Adaptation

• 地域貢献/ Philanthropy • 難しい/ Difficult • 難しい/ Difficult

• 新たな製品/ New products • あり/ Yes • あり/ Yes
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スキルアップの機会 Skilling up

• 事業形態の転換のためのスキル習得/Acquisition of skills for change of business portfolio

• 「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」（ツアーガイドの藤井さん）
“Let's see. The online tour was a completely new experience for me, so I introduced new ways to 
use Zoom, new ways to use PowerPoint, new ways to use Zoom's voting feature, and all those kind 
of things. Since there was nothing to do, I bought a stabilizer to start YouTube as a new challenge 
and started filming.” (Tour guide, Fujii)

• 日常業務の維持/Maintain daily operations rather than skilling up

• 「やはり日々の、何ていうのかな、業務が、やはりコロナの状況であっても普通に、進んでいくの
で、［…］この期間に何かを個々に、スキルをアップさせるようなセミナーとか、講習会だとかそ
ういうものを取り入れたいとは考えるんだけれども、現状はそこのやり繰りができずに来ているっ
ていうのが、一番こういう風な末端に来れば来るほどあるのかもしれないなっていう風に。」（岩
手県の観光協議会で働く貫牛さん）
“Even now, the day-to-day work is still going on as usual, even under the circumstances in the 
COVID-19 pandemic […]. So, during this time, I wish my employees and I could attend seminars or 
workshops to improve skills on a personal basis, but at present, we are unable to do so. In fact, the 
smaller the company, the more likely it is to be in such a situation.” (Kangyu working at Iwate 
Prefectural Regional Tourism Council)

従業員・事業者の教育・スキルアップには積極的でない

Not active in training and up-skilling of employees, managers, and owners
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New

日米の小規模事業者の内なる変化
Internal Reflection of Small Businesses

日本/ Japan 米国/ U.S.

リモートワーク/
Remote work

事業価値の
見直し/ 
Visioning

スキルアップ/ 
Skilling up

給付・貸付
Support with aid

良く利用される国の制度/Frequently used national programs

・持続化給付金（~200万円）/ Benefit (20k USD max)
・特別貸付（金融公庫・利子補給）/ Special Loan (subsidized interest 
payments)
・協力金（飲食店）/Suspension cooperation fee (restaurants & bar)

良く利用される国（SBA※1）の制度/ Frequently used national programs

・PPPローン/ PPP (Paycheck Protection Program) loan (給与保護プログラ
ム：一定の要件で返済免除; Loans with repayment forgiveness)
・経済的損害災害ローン/EIDL (Economic Injury Disaster Loan)

※1 日本語サイト有り：https://www.sba.gov/page/covid-19-recovery-information-other-languages#section-header-22
Source: Daimon, Cox, Matsubara (2022) 

給付・貸付金や補助金などで生まれた時間や人手はどこへ？
Where did the extra time and labor of Japanese small businesses generated by benefits, loan and aids gone?

New

リモートワーク/
Remote work

事業価値の
見直し/ 
Visioning

スキルアップ/ 
Skilling up

給付・貸付
Support with aid

https://www.sba.gov/page/covid-19-recovery-information-other-languages#section-header-22
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• １）仕入れたものを半分廃棄する/ Discard half of the food purchased
• 秋山さん（横浜市でイタリアンレストランを経営）/ Akiyama (Italian restaurant owner)

• 「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。」

• “I had been working with the suppliers for over 20 years since my training days, so I wanted to survive and I wanted them to survive too. So I 
was asked to order as much as I could, because I still opened my restaurant. They would listen to my requests when I requested, and I would 
listen to their requests when I was requested. So I decided to keep ordering as much as I could, and the result is the 50% disposal rate.”

• ２）仕入れのために冷凍庫を購入/ Purchased a freezer for stocking
• 小林さん（東京都世田谷区で焼き鳥屋を経営）/ Kobayashi (owner of a yakitori restaurant and bar)

• 「例えば10時まで［の時短営業］ならこんぐらいの量を確保してくださいとか。8時まで［の時短営業］ならこんぐらいの量を確保してくださいと
か。そういうのを各業者にやっぱり全部しないと。信用があって、毎回同じものを入れてもらえるという。例えば、豚なんかも、東京Xっていう豚
を使ってるんですけど、それもこう、割り当てみたいのがあるので、自分のところ用に入れて貰ってるっていう。［…］冷凍庫とか買いましたも
んね。」

• “For example, we have to ask each supplier to do everything, such as, ‘We are open until 10:00 [shortened hours], so we need this amount, so 
please secure this amount,’ or ‘We are open until 8:00 [shortened hours], so please secure this amount.’ Only because of my trust, the 
suppliers supply me with the same amount each time. For example, for pork, we use a pork called Tokyo X, which is also allocated to each 
restaurant. The supplier trusts my restaurant to bring in the same pork. […] That's why I bought a freezer to continue to purchase them.”

• ３）取引先の生活を守るために要請を破る/ Breaking the request to protect business partners’ lives
• 大橋さん（東京都台東区で飲食店兼魚貝類販売業を経営）/ Ohashi (owner of a fish shop and restaurant)

• 「いよいよ、これはただただ政府の政策というか、［酒類提供停止の］要請ですね。に、従うことが、本当にこの社会にとって良いことかどう
かっていうのが、いよいよずれてきたなというふうな思いがそこで凄く、まあ高まってですね。［…］お店を守ること。あとはお店を支えている
人たちの生活を守ること、ですね。［…］仕入れ先の生活を守ると。っていうことを基準にしようというふうにいよいよ、自分の気持ちが固まっ
てきたっていうのは、いよいよ要請を破るっていう時にですね。その決断、決断を支えていたのは、そういう基準というか。」

• “I am becoming more and more skeptical that the government's policy, that is, for businesses to comply with the request [to stop serving 
alcoholic beverages], is really good for society. I have finally come to the strong feeling that this is not true. […] So I decided to make the 
protection of my business, the livelihood of the people who support my business, […] and the livelihood of our suppliers the basis of our 
business. When my feelings were settled, in short, when I finally decided to break the request, it was these criteria that supported my decision 
at that time.”

取引先との信頼関係へ To Trust with Business Partners
事業の内ではなく、事業の外へ Not within the business entity, but outside the business entity
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New

日米の小規模事業者の適応の違い
Difference of adaptation of Japanese and American Small Businesses

日本/ Japan 米国/ U.S.

リモートワーク/
Remote work

事業価値の
見直し/ 
Visioning

スキルアップ/ 
Skilling up

給付・貸付
Support with aid

良く利用される国の制度/Frequently used national programs

・持続化給付金（~200万円）/ Benefit (20k USD max)
・特別貸付（金融公庫・利子補給）/ Special Loan (subsidized interest 
payments)
・協力金（飲食店）/Suspension cooperation fee (restaurants & bar)

良く利用される国（SBA※1）の制度/ Frequently used national programs

・PPPローン（給与保護プログラム：一定の要件で返済免除のローン）/ PPP 
(Paycheck Protection Program) loan (Loans with repayment forgiveness)
・経済的損害災害ローン/EIDL (Economic Injury Disaster Loan)

Source: Daimon, Cox, Matsubara (2022) 

New

リモートワーク/
Remote work

事業価値の
見直し/ 
Visioning

スキルアップ/ 
Skilling up

・事業外（取引先）への投資
Investments outside the business (business partners)

・事業破綻の回避／適応・変化の妨げ/
Avoided business failures/ impediments to rapid adaptation

・事業内への投資
Investment within the business

・事業破綻の増加／適応・変化の迅速化
Increased business failures/ rapid adaptation

取引先からの支援
Supported by suppliers 

取引先への支援
Supports for suppliers

給付・貸付
Support with aid
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日本とアメリカの違い Differences in the U.S. and Japan

日本/ Japan アメリカ/ United States

1) 社会制度・感染状況（2021年まで）/ Social institution & Infection Status (by 2021)  

• 感染状況/ Infection Status • 5.37% • 24.55%

• 検査/ Testing • 有料(数万円)/ 2~300 USD • 無料/ free

• 事業者数/ Number of businesses • 変化なし/ No change • 20%減/ 20% drop (in 2020)

• 国からの事業者への要請/ Request by the government • 時短・休業要請
/ Short time and suspension request

• なし/ N.A.

2)事業継続・備え Business Continuity/ Preparedness

• リスク認識・計画/ Risk perception & plan • 事業計画なし、低い認識
/ No plan, low risk perception

• 事業計画なし、低い認識
/No plan, low risk perception

• レジリエンスの能力/ Capacity of resilience • あり/ Yes • あり/ Yes

3) 内なる変化/ Internal Reflection

• 事業価値の再設定/ Visioning • 難しい/ Difficult • あり/ Yes

• 給付・貸付の活用/ Supported with aid • あり/ Yes • あり/ Yes

• スキルアップ/ Skilling up • 少ない/ few • あり/ Yes

• リモートワーク/ Working from home • あり/ Yes • あり/ Yes

4) 外への適応/ External Adaptation

• 地域貢献/ Philanthropy • 難しい/ Difficult • 難しい/ Difficult

• 新たな製品/ New products • あり/ Yes • あり/ Yes

• 取引先への支援/ Supports for suppliers • あり/ Yes • なし/ No

まとめ Summary of Differences

• 適応のタイプ Type of adaptation • 信頼型 Trust-based • イノベーション型 Innovation-based
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ご清聴ありがとうございました Any questions and comments?

問い合わせ(Contact)：daimon.hiroaki.78c@st.kyoto-u.ac.jp
発表資料→

PPT download →

mailto:daimon.hiroaki@gmail.com


発表1：「不安定な社会規範の中での事業者らの模索／ 1) “The Search for Business Owners during Unstable Social Norms”

松原悠（京都大学防災研究所）／Dr. Yu Matsubara (Disaster Prevention Research Institute, Kyoto U., Japan)

発表2：「米国の事業者がコロナ禍を乗り越えた秘訣」／ 2) “Business Continuity as Entrepreneurship”

Cox Zachary（デラウェア大学災害研究センター）／ Dr. Cox Zachary (Disaster Research Center, U. of Delaware, U.S.A.)

発表3：「日米の小規模事業者の対応の違い」／3) "Differences and similarities of Small Businesses in Japan and U.S.“

大門大朗（京都大学防災研究所、デラウェア大学）／Dr. Hiroaki Daimon (Disaster Prevention Research Institute, Kyoto U.,;

Disaster Research Center, U. of Delaware)

「パンデミックを生き抜く知恵と制度の課題」

"Wisdoms and Challenges in Surviving a Pandemic"

モデレーター：Cox Zachary・大門大朗／Moderators: Zachary Cox, Hiroaki Daimon 

パネリスト：大橋磨州氏（呑める魚屋魚草）、羽田野まどか氏（宮津町家再生ネットワーク）、藤本賢司氏（Japan Exploration Tours JIN-仁）／
Panelists: Mashu Ohashi (Uokusa: Fish shop with a standing bar), Madoka Hatano (Miyazu Machi-ya Restoration Network), Kenji Fujimoto (Japan Exploration Tours JIN-仁)

●第2部：パネルディスカッション・小規模事業者から学ぶ 10時20分～11時30分

Part 2: Panel Discussion: Learn from small businesses (10:20-11:30 JST, 21:10-22:30 EDT)

●第1部：セミナー・日米の違いを考える 9時00分～10時10分

Part 1: Lecture: Identify the differences btw Japan & US (9:00-10:10 JST, 20:00-21:10 EDT)

－10分休憩 / 10 mins break －



「パンデミックを生き抜く知恵と制度の課題」

"Wisdoms and Challenges in Surviving a Pandemic"

モデレーター：Cox Zachary・大門大朗／Moderators: Zachary Cox, Hiroaki Daimon 

●第2部：パネルディスカッション10時20分～11時30分/ Part 2: Panel Discussion (10:20-11:30 JST, 21:10-22:30 EDT)

大橋磨州氏
（呑める魚屋魚草：小売・飲食業）

Mashu Ohashi
(Uokusa: Fish shop with a standing bar:

Retail and restaurant business)

羽田野まどか氏
（宮津町家再生ネットワーク：建築業他）

Madoka Hatano
(Miyazu Machi-ya Restoration Network:
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（Japan Exploration Tours JIN-仁：観光業）

Kenji Fujimoto
(Japan Exploration Tours JIN-仁:

tourism business)
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