
2015年トレンド予測 
 

独立・開業領域 



交流会・ワークショップ WEB・スマートフォン 

独立・開業領域のご紹介 

30代後半～50代のミドルシニアに向け、雇われない生き方を提案。 
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アントレ (情報誌) アントレnet 

情報誌 
 

2013年7月から計20回開催。 
約600人が参加。 
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35～59歳が75.4% 

◆『アントレnet』 会員 
30歳未満, 

7.5% 

30～, 

11.4% 

35～, 

15.3% 

40～, 

19.7% 

45～, 

18.1% 50～, 

14.0% 

55～, 8.2% 

60歳以上, 

5.7% 

4.3% 
6.0% 

19.1% 
19.5% 

26.7% 
41.7% 

47.0% 
49.7% 

58.5% 

友人・知人・有名人に触発されて 
子育て、介護など、家庭の事情のため 

能力を生かし社会貢献したいと思ったから 
現職のキャリア・給与・人間関係に不満があったから 

昔から憧れていたから 
より高い所得を得たいから 

定年・リストラ・転職先が見つからない 
仕事のやりがい、自己実現を求めて 

自分の裁量で自由に仕事をしたいと思ったから 

フランチャイ

ズ, 53.4% 

業務委託, 

8.3% 

社員ｔｏ独立, 

3.9% 

商材&事業支

援, 17.5% 

代理店, 

17.0% 

 

フランチャイズが半数以上 

◆『アントレnet』 掲載企業 

独立・開業領域のご紹介 

◆独立開業者が独立を検討したきっかけ（2013年2月 アントレ編集部調べ） N=487 

平均検討期間 29.5か月 
平均準備期間 8.2か月 
→平均37.7ヶ月※かけて独立している 
出典：日本政策金融公庫総合研究所「新規開業白書2014年版」 



独立・開業領域 2015年予測 

キーワード 
仕事にも家族との信頼・協働を求める兆し 

「親子独立」 
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50歳前後の親世代と20代の子世代を中心に、その上の世代とは異なる 
「家族との信頼をベースに、親子で協働する」 
という独立の形が増えている。 
親の価値観が中心となる「上下関係」ではなく、 
親子が互いを認めあい、相互に支える「水平協働」がポイント。 
 

2014年2月、(株)日本政策金融公庫の創業支援の拡充も追い風となる。 
 



50歳前後の親と20代の子を取り巻く環境の変化 
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職場 

家族 
個人 

世の中 

◆世の中の変化 
 バブル経済崩壊、金融危機、リーマンショック、複数の震災、拡大するIT化 
 

◆職場の変化 
 年功序列・終身雇用の崩壊、成果主義の導入、雇用形態の多様化、育成機会の縮小 
 

◆個人の変化 
 職場に見出していた信頼感・安心感が縮小、自分の軸を見つめなおす時代へ 

自分をあるがままに肯定できる場を 
最小単位である親子・家族に求める。 
→「信頼」がキーワード 
 
IT化が進んだ世の中では、 
ITリテラシーの差が 
親子の水平協働的な働き方を生む。 



親子関係の変化 
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●これまで● 
親の価値観が中心となる 

「上下関係」 

●今、起こっていること● 
親子で認めあい、相互に支える 

「水平協働」 



編集長 菊池保人の気づき 

ここ最近、 
 

独立に関するイベントや 
アントレが開催しているイベントで 

親子とみられる二人連れの来場を 
ポツポツ見かけるようになった。 
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独立に親子？！ 
何が起こっている？ 



親子独立の兆し：経年変化 
複数人で独立する場合、親子で独立する割合が増えていることが分かった。 

104 出典：アントレ編集部調べ 「独立・開業者に関する調査」（2014年10月）/N=2,000人  
※20歳以上の独立したことがある方で現在も開業した会社に属している男女 
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親子独立を検討する層は、45歳から54歳が多い。 

親子独立の兆し：年齢層 
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出典：アントレ編集部調べ 「独立・開業者に関する調査」（2014年10月）/N=2,000人  
※20歳以上の独立したことがある方で現在も開業した会社に属している男女 
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「新人類」と呼ばれた 

現実を見すえた 
合理的な行動 

子 

50歳前後の親世代と20代の子世代とは 

友達親子 

1961年～1970年生まれ 

「仲間」を大切にする 

経済成長を知らない 

1990年前後生まれ 

多様な価値観を許容 

団塊世代とは 
違う自分 

働いても、給与の上がら
ない親を見てきた 

親 

ポパイ・ブルータス 

パルコ・タワレコ 

山下達郎・大滝詠一 

ブレードランナー 

ゆとり世代 

ワンピース・NARUTO 
テニスの王子様 

遊戯王カード 

中学校でHTMLの授業 

母は友達、父は尊敬 



親子独立の兆し：年代による理由の違い 
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実際に親子で独立した開業者のうち、 
55歳以上は開業理由で「事業承継」が高いのに対し、 
54歳以下の方は「信頼できる」が高い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
理由例） 
信頼できるし頼りになるから（女性/44歳/愛媛県） 
一番信頼を置けるパートナーだから（男性/47歳/大阪府） 
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先に親が開業していた/事業承継 

人手不足 

親を尊敬している 

親の能力に期待している 

自由 

自分の力を試してみたい 

資金調達 

子の能力に期待している 

会社規模 

信頼できる 

出典：アントレ編集部調べ 「独立・開業者に関する調査」（2014年10月）/N=2,000人  
※20歳以上の独立したことがある方で現在も開業した会社に属している男女 



親子独立事例(1)オール ストーン メンテナンス様 
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息子・大樹さん（22歳） 
もともと、仲間と塗装業をやっていた。 
親が仕事に人生使っちゃってるのがもったいないと思った。 
親父を一番わかっているのは自分。「やめちゃえよ」と言った。 
 

何をするにも、仲間と一緒にやりたい。 
実際に就職してみて、仲間が一番大事だと思った。 
仕事が楽しい、仕事が好き…とかではなく、 
そこにいる仲間によって、仕事は楽しくなる。 
 

親子で独立してよかったことは、 
休みが一緒で、過ごす時間も増え、笑顔の数が増えた。 
人付き合いのストレスもないし、言いたいことが言い合える。 
上下関係、命令もなく、喧嘩しながらやっていける。 

息子が誘う 息子からの一言で独立決意 
（2014年5月独立・墓石清掃） 

 

父・富所 二郎さん（48歳） 
大手メーカー技術職を早期退職制度を利用し、退職。その後、工場に勤務。 
 

“雇われない生き方“に昔から憧れていたが、 
不安もあり、なかなか踏み切れずにいた。 
今回は息子の誘いの一言で独立を決意。 
今までの仕事では感じる事の出来なかった、  
「家族で同じ夢・時間を共有出来る事」の喜び・絆を認識できた。 

とみどころ 
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親子独立事例(2)丼丸田中屋様 

父・田中昭光さん（51歳） 
フリーターをやっていた息子2人を働かせたいと思い、 
福祉機器の仕事を手伝わせてみたが、あまり響いていない。 
ならば、とアントレでみかけた丼屋を誘ったら「いいよ」と。 
母の近く（長野県松本市）に住めるようになったし、 
息子2人にも店舗の運営を任せて、一緒に仕事ができているのは、嬉しい。 

オヤジが誘う フリーターの息子2人と独立。 
（2013年5月独立・飲食店） 

長男・勝貴さん（28歳） 
もともとダンスに熱中していて、スーパーで生活費を稼ぎながら生活していた。
自分は仲間と一緒にいられること、挑戦し続けることが仕事の上では大事。 
親にはフリーターの頃だいぶ迷惑をかけていたので、 
一緒にやろうかなと思った。 

次男・智大さん（24歳） 
大学でだいぶ遊んでしまって、何をしたいのか分からないまま卒業後も 
バイトで生活していた。その頃、父にはだいぶ世話になった。 
父から一緒にやろうという話があったときも、恩を返したいと思った。 
自分は他人に強く言えない性格。でも家族なら言いたいことが言える。 
だから家族の方が仕事しやすいと思った。 



親子独立事例(3)株式会社ユーリン・ホーム様 
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父・中井勝人さん（64歳） 
総合結婚式場の支配人→家具会社役員→住宅会社のトップセールス 
 

定年後に悠々とできるのは大手に勤めるサラリーマンだけ。 
地方の中小企業に勤めていた自分は、ボケないかぎり働き続けないと、と思い、58歳で独立。 
 

（独立の際）最初から他人と一緒にやる気はなく、昔から辛抱強かった長女に 
「会社やるぞ。お前も一緒にせえ」と言った。 
 

私がプランニングや住宅ローンを担当し、設計、施工、現場監督は娘に任せる。 
そして、お客さんとの打ち合わせには、2人で同席し、最大限に向き合おうと。 

父娘 役割分担 父はプランニング、娘は現場監督 
（2007年12月独立・工務店） 

娘・片岡千尋さん（33歳） 
大学卒業後、新聞社に勤務。整理部で働きながら 
「いずれは記者になりたい」と思っていた。 
一方、その会社で結婚・出産後も働き続けられるかは疑問だっ
た。 
そんなとき、父親から一緒にやろうと言われ 
「家族と一緒にやるなら出産後も融通が利きそう」 
という合理的な判断で独立を決意。 
 

会社を辞め、建築士と宅建の資格を取った。 



独立検討時の悩み 
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73.7  
33.3  

26.5  
26.1  

23.6  
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18.7  

16.4  
13.8  

9.4  
9.2  

7.6  
2.3  
4.7  

0.6  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

資金などお金の問題（開業資金、運転資金） 
独立・開業場所の選定 

独立してやっていけるか自信がなかった 
どのビジネスで独立するか、なかなか決められな… 

自分と同じ環境、状況の人はどのように活動してい… 
家族の協力、応援が得られるか 
情報の集め方が分からなかった 

独立・開業にむけて何をしたらいいか分からなかった 
アドバイスをくれる誰かに相談したかった 

健康面、体力面の心配 
会社を退職するタイミング、上司への説得方法 

資格取得・スキルアップ 
その他【   】 

特に悩み、問題はない 
覚えていない 

■検討時期の悩み、問題点は何でしたか？（いくつでも） 

出典：アントレ編集部調べ「【アントレnet会員】独立開業経験者アンケート」（2013年2月）/N=487人 

独立を検討する際、70%以上が資金に悩んでいる。 

その他 



創業・新事業支援制度の拡充 

2014年2月24日(株)日本政策金融公庫の新創業融資制度が拡充。 
 

●無担保・無保証の融資制度 
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  before after 

融資限度額 1,500万円 3,000万円 
（運転1,500万円） 

対象者要件 自己資金が 
開業資金総額 1/3 

自己資金が 
開業資金総額 1/10(※) 

融資期間 10年以内 15年以内 
  据置期間 6か月以内 設備2年、運転1年以内 

※一定期間の勤務経験を有する方等は同要件を適用しない 
※創業後2期未満が対象 

 
より多くの人が、長い期間、多くの金額 

を借りられるようになった。 
※その他、女性・若者/シニア向け、再挑戦支援の拡充あり 

 



独立・開業領域 2015年予測 

キーワード 
仕事にも家族との信頼・協働を求める兆し 

「親子独立」 
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50歳前後の親世代と20代の子世代を中心に、その上の世代とは異なる 
「家族との信頼をベースに、親子で協働する」 
という独立の形が増えている。 
親の価値観が中心となる「上下関係」ではなく、 
親子が互いを認めあい、相互に支える「水平協働」がポイント。 
 

2014年2月、(株)日本政策金融公庫の創業支援の拡充も追い風となる。 
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