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1．背景・目的 

	 地域の活性化は我が国の重要課題の一つである．そのような状況で，地域おこし協力隊という，当該

地域に住みながら外部の視点で地域を捉える「中間人材」が活性化の担い手として制度化されている（例

えば，敷田，2009；白肌，2017）．中間人材は，外部の視点をもとに，地域内外の資源を統合し，当該地
域の関係者を巻き込みながらイノベーションを実践していくことが期待されている．実践の過程では，

中間人材は外部視点の継続的維持，地域内人材との信頼形成，自らのイノベーション実践活動の正当化

（例えば，Lounsbury, 2001; Warren, 2018）をしていかねばならない．	
	 これまでの研究は，よそ者論として，外部視点の重要性に関する指摘はあるものの（敷田，2009），地
域内外，とりわけその境界において中間人材がどのような知識を共有・創造し，資源統合およびイノベ

ーション実践をしているかに関して，議論は十分されていない．	

本研究は，中間人材を外部の人間として地域と関わり合っていく境界人（赤坂,	 1992）として捉え，
中間人材の直面する「境界性」およびそこで必要となる知識としての境界知に着目し，中間人材が地域

にイノベーションをもたらすために必要な隠れた知識・能力を明らかにすることを目的とする．	

 

2．先行研究 

2.1 中間人材の持つ外部視点 

	 中間人材とは，当該地域に住みながら外部の視点で地域を捉える地域活性化人材である（白肌，2017）．
このような外部の視点は地域の変容を促進する効果を持つ（敷田，2009）．また，この変革を可能にする
ためには，地域が持つしがらみや常識といった内なる境界を「越境」していく「地域内よそ者」として

の視点を持つ必要がある（敷田，2005）．そして，境界性という観点から二つの文化・社会との間に佇む
人間のことを，社会学者パークはマージナル・マンと定義した（瀬名ら,	2006）．しかし，いずれの研究
でも，地域内外の境界において地域づくり人材がどのような知識を共有・創造しているかに関しての議

論は十分にない，そのため，本研究では，中間人材，地域内よそ者，マージナル・マンが着目した「境

界性」に関する考察を踏まえ，中間人材の外部視点性，越境性，およびそれらを可能にする境界人とし

ての能力に注目する．	

 2.2  境界知 
	 境界知とは，瀬名ら（2006）によって提示された違和への感受性に関する能力である．これが社会に
おける境界を見出すことを可能にし，社会への適応を助ける社会的知能として働く．より具体的には，

異なる考えを持った他者への共感能力や，視点切り替えの能力が，境界知の要素として述べられている．

中間人材が外部視点および境界性を保つという点から，この境界知という概念との親和性は高いように

思われる．そこで，この境界知を本研究の中核概念として捉え，中間人材による地域活性化という文脈

からどのようなことが言えるか，あるいは限界があるかについて言及していく．	

 2.3  地域ブランド化における活動の正当化（legitimacy） 
	 Warrenら（2018）は，地域のブランド化（Place Branding）において，文化の媒介者（Cultural intermediaries）



がその力を発揮するためには，自分自身や仕事についての正当化（legitimacy)が必要であることを指摘
している．また，Lounsbury&Glynn（2001）は，起業家が富の創造をするにあたって，物語（storytelling）
が重要な影響をもたらすことを指摘している．新興企業や起業家は消費者やステークホルダーにとって

馴染みのない存在であるが，物語が，親近感を持たせ，受け入れを容易にし，起業家の活動に正当性を

持たせる役割があるとした．これらは，いかに中間人材が外部の視点や，境界知を持っていたとしても，

活動の正当化がなされ地域から受け入れられない限りは，地域づくりは成功しないことを示唆している

ように思われる．本研究では，どのように中間人材の活動に正当性をもたらせるかについて，物語とい

う側面に着目して，考察を加える．	

 2.4  資源統合 

 S-Dロジックにおいては，アクターが資源統合によって価値共創をするとされている（庄司，2018）．
しかし，資源統合者であるアクターは均質な存在として捉えられがちであり，資源統合者の「顔」や「立

ち位置」，「信頼」などはそれほど考慮されてこなかった．現実には，同じ資源にアクセスできたとして

も，資源統合者の信頼や物語性，正当性などの個人の持つ特性によって，資源統合がうまくいくかどう

かが変わってくることがある．そのため，本研究では，地域づくりにおける資源統合者である中間人材

を均一な存在として捉えるのではなく，信頼や物語性，正当性などを持つ多様な個人として捉え，それ

らが資源統合の可否に影響するのではないかという考察をしていく．	

	

3．研究の手法	
	 2018年 12月中旬から 2ヶ月間，石川県南加賀，能登地域で活動する地域おこし協力隊 6名に半構造
化インタビューを実施し，データの分析を行なった．協力隊の情報は地域づくり活動や NPOの紹介，ま
た，インターネットの情報など通して入手した。対象者を選択するにあたっては，任期を考慮し，1 年
目，2~3年目，卒業済の 3つの区分を設けた．そして，対象者が行っている事業に参加し，インタビュ
ーの依頼を行った．インタビューは前準備，本調査，振り返りの 3つの段階に分けられている．前準備
は対象者の詳細情報をインターネットで調べたり，インタビューのシミュレーションをしたりすること

である．本調査は調査員 2人で現地に行って，対象者に対してインタビューを行うことである．振り返
りは本調査が終わった直後に調査員間で不足や気付きを共有することである．調査対象の属性について

は，表 3-1に示す．	
	 分析にあたっては，中間人材の持つ境界性およびそこで必要となる知識に着目するために，前述の境

界知を用い，コード化の基準とした．具体的には，境界知を違和への感受性に関わるものとして捉え大

まかな基準として据え，それをもとにカテゴリーの生成・収束を行った．	

	

表 3-1 調査対象及び属性 

活動地域	 対象	 属性	 地域活動	 インタビュー場所	 面談時間	 任期	

南加賀	 N氏	 30代男性	 IT推進事業	 加賀市	 56分	 3年	
南加賀	 A氏	 40代女性	 農産物ブランド化	 JAIST 27分	 5ヶ月	

	 南加賀	 Y氏	 40代男性	 NPO 支援事業	 能美市	 101分	 1.5 年	

能登エリア	 T氏	 30代女性	 スローツーリズ

ム、移住促進	
中能登町	 34分	 5ヶ月	

能登エリア	 H氏	 20代男性	
空き家活用、移住

促進	
七尾市	 62分	 8ヶ月	

能登エリア	 F氏	 20代男性	 ジビエ狩猟、加工	 小松市	 147分	 卒業(2年)	

 

4．結果と考察 

 4.1 視点移動能力としての境界知 

	 コード化の結果，境界知とは，瀬名ら（2006）により当初提示された「違和感への感受性」のみなら
ず，違和感というなんらかの境界を感知した上で，他者や社会に対して視点を移動させる「視点移動能

力」であると考えた．こうした定義を踏まえ，表 4-1に示すような，境界知に関する３つの側面を見出
した．その３つとは，「共感能力」，「予測能力」，「問題提起能力」である．	

	 「共感能力」とは他者の視点に立ち意図や気持ちを汲み取る能力であり，これは自己と他者の境界に

接近し共感を可能にする能力を意味する．	



	 「予測能力」とは現在の知識に基づいて将来起こりうることを予想する能力であり，現在と将来の境

界の差分を見出すことで，将来起こりうるリスクを低減する能力を意味する．	

	 「問題提起能力」とは，現在とあるべき姿のギャップを感じる能力，あるいは代替案を提示する能力

であり，現在とあるべき姿の境界の差分を見出しそのギャップを埋めようとする能力のことを指す．	

	 表 4−1 に従って，具体的にこれらを示す．まず初めに共感能力である．南加賀市で IT 推進事業の一
環としてプログラミング教室を開いている N氏の事例を取り上げる（表 4-1（2））．N氏は，自身が教師
の経験がないことを自覚し，「できるだけ「先生だからお前らに教える」感じにならないようにはしてい

ます」と語った．生徒という他者の視点に立ち，生徒の側との境界に接近することで生徒へ共感を試み

ている．	

	 次に予測能力である．小松市で活動する F氏（表 4-1	 (5)）は，議員との会話の機会の前の「下ごし
らえ」の重要性を語った．これは，当該人物と話す機会がある前に，事前に情報を仕入れておくことで

コミュニケーションを円滑にする準備であり，将来起こりうることと現在の差分をみて事前に対策を講

じるという点で，予測能力の一例であると言えると考える．	

	 後に問題提起能力である．ここでは，七尾市で移住推進事業等を行っている H氏の事例をあげる（表

4-1（7））．H 氏は，七尾市において，「移住の教科書」を作成する仕事を自主的に行っている．これは，
移住者に向けて，どのように地域で挨拶回りをするかといった情報が地域で生活するには必要であるに

も関わらず，インターネットでは情報にアクセスできないという，あるべき姿とのギャップに気づいて

問題提起し，行動に移した一例として考えられる．	

	 境界知を可能にするこれら「共感能力」，「予測能力」，「問題提起能力」という 3つの要素は，地域内
外の境界において中間人材がどのように知識を共有・創造しているかに答えるものである．すなわち，

共感能力＝他者の視点に立ち，意図や気持ちを汲み取る能力が「自己と他者の境界」を，予測能力＝現

在の知識に基づいて将来起こりうることを予想する能力が「現在と将来の境界」を，問題提起能力＝現

在とあるべき姿のギャップを感じるあるいは代替案を提示する能力が「現在とあるべき姿の境界」をそ

れぞれ見いだすことを可能にし，地域において外部の視点から変革をもたらす．	これら，中間人材の持

つ「外部の視点」が地域に何をもたらすのかについて，境界知という言葉によって，より具体的に提示

するものである．	

 4.2 境界知を生かすための信頼と物語 

	 これらの境界知を持った中間人材が「信頼」や「物語」といった要素やツールを活用することを地域

づくりの活動の中で重要視していることを見出した.表 4-2で示すように，信頼とは，中間人材に対する
地域からの信頼のことをここでは意味し．地域との境界に接近するために必要となると仮定した．物語

とは，経験を伝承し，協同化する言語装置（瀬名ら，2006,	pp.215）と定義した．	
	 信頼を形成することで地域住民や行政との資源統合にかかるハードルが下がるというようなことは，

ある程度当然に思える．信頼がなければ行政や地域から話を聞いてもらえないか，単に外部の人間とみ

なされてしまうだろう．そこで，これを解消するのが物語である．	

	 物語は，表 4−2（3）H氏の事例が示すように，地元の新聞記事や，地元のイベントに参加し，個人の
ライフストーリーが地域で共有されることで，地域への順応を助ける働きを持っていると考える．これ

が，中間人材が持つ境界性を活用した知の適用を助け，中間人材の活動に正当性を与え，資源統合を促

進する役割があると考える．	

	 また，「信頼」および「物語」を「境界知」を発揮するための手段として検討したが，将来研究として，

「物語」を作るために必要な能力として「境界知」を解釈することもできると考える．なぜなら，境界

知を発揮することで境界の外の知識との親和性を構築する物語の形成につながるとも解釈しうるため

である．例えば地域おこし協力隊が初めて現地で自らを紹介するときに，境界知を発揮することで当地

に受け入れられるような紹介をすることも可能であろう（方言を交えた自己紹介や，当地と紐づけた生

い立ちの紹介など）．これらを鑑み，将来研究として，地域へ順応するための「物語」の重要性や，その

際の「境界知」との関連について，より詳細に検討を加えることが可能であると考えている．	

	 4.3 境界知が地域へ変容をもたらした事例 

	 このような境界知を持った中間人材が，実際に地域へ変容をもたらした事例としては，N氏が実施し
た「子供向けプログラミング教室」や，H氏が実施する，地域の暗黙のルール等を移住者に向けて教え
る「集落の教科書」などがあげられる．特に，前者に関しては，2016年から現在までに，加賀市内の全



ての小学校で 22回実施し，合計 224名が参加するといった社会的なインパクトが確認されている(1)．こ

れらの事例は，「中間人材」が「共感能力」，「予測能力」，「問題提起能力」という「境界知」を発揮する

中で，地域に新たな要素をもたらしたという意味で，本研究の事例として考えられると判断した．	

	 4.4 境界知の形式知化，および人材の育成での活用 

 中間人材による境界知を発揮した地域の変容を，個人に依存するものではなく，組織として継続的に
行っていくためには，こうした境界知を形式知化していく必要があるだろう．なぜなら，地域おこし協

力隊は 1年以上 3年間以下という任期付きの雇用であり，任期終了後の継続的な発展のためには，形式
知化，およびそれを活用した人材育成が必要になると考えるためである．この時，本論文が明らかにし

た境界知の構成要素である「共感能力」，「予測能力」，「問題提起能力」，およびこれらを発揮するための

手段としての「信頼」や「物語」は，行政らが外部から来た人材を育成し，地域の変容を継続的に行っ

ていく上で，「境界知」という観点から新たな視点を提供する可能性がある．	

	

表 4-1 境界知のコード化の結果 

境界知	

(視点移動能力)	
定義	 データ例	

共感能力	

他者の視点に

立ち，意図や

気持ちを汲み

取る能力（自

己と他者の境

界）	

（１）今の農政課に机を借りているので，取引先の方によっては， 初の頃

そこに来て頂いてお話ししてりしているんですけど，相手の方にとったらも

う 100%，もう何て言うんですか，市役所の方に話をしている気持ちになると

思うんです．(A 氏)	

（２）元々先生とかの経験がないので(中略)，できるだけ「先生だからお前

らに教える」感じにならないようにはしています．（中略）一緒に遊びぐら

い気持ちで中身を作っているので，あまり難しくなりすぎず，でもなんかそ

の自由にプログラムとか，ちょっとゲームっぽくして．(N 氏)	

		

予測能力	

現在の知識に

基づいて将来

起こりうるこ

とを予想する

能力（現在と

将来の境界）	

（３）いまいただいたお仕事は加賀市の比重が非常に大きくなってしまって

いるので，もし今年はいいけど，来年からいらないとなった突端にこの後危

なくなってしまうので，やっぱ色々他の市とか，他の地域の方からにも営業

に行っています	(N 氏)	

（４）できないなら，ごめんなさいと言ったらそこで終わってしまうので．

ちょっとでも，関わったらまた話をいただけたりすると思うので，アプリだ

けなら，アプリの部分ならできるとか，このホームページとか，ショッピン

グサイトの部分だったら(N 氏)	

（５）要は下ごしらえよ．料理でも，何でもそうだけど，下ごしらえがすご

い大事で．だからその，例えば議員さんが来る前に，その議員さん以外のメ

ンバーに情報を先に共有しといて．議員さんの好きなものとか，どういうふ

うな経歴とか，まあ議員さんなら経歴が載っているわけでは，ネットを見れ

ば．（F氏）	

問題提起能力	

現在とあるべ

き姿のギャッ

プを感じる能

力．あるいは

代替案を提示

する能力（現

在とあるべき

姿の境界）	

	

（6）地域おこし協力隊という制度自体は，正直不完全な制度，何故不完全な

制度といえば，（中略）遊びの部分を結構大きく設けてある制度なんだよ

ね．でも，地方行政をしている方というのは，国から与えられたカチッとし

たスキームに合わせて，自分たちのやりたいことを合わせるというやり方に

長けた仕事の仕方をされるので，遊びのようなパコッとしたものを渡されて

も，正直使いこなせる人は，まあまあいないから，（F氏）	

（7）「集落の教科書」っていう，移住してくる人向けに，いわゆる観光パン

フレットじゃなくて．実際に住んだらまず挨拶回り行きましょうと．(中略)

草刈りとかありますよとか．（中略）こんな情報ってネットに載ってないじ

ゃないですか．住まなきゃわからない情報じゃないですか．	でも絶対に知ら

なきゃいけない情報じゃないですか．これを住む前にわかってもらおうって

いう．(H 氏)	

（8）僕は人と喋るのは好きなんで，それが根底なんじゃないのと思うんです

よ．本来は全然どうでもいいし，知らない人から話を聞く．結果，困った人

がいれば，助けてあげる．それが，買い物なのか，草刈りなのか，何かわか

らないです，（中略）だから活動って僕が胸張って言えるとしたら，そうい

う人無駄話をしているぐらいです．(Y 氏)	

 

表 4-2 信頼・物語に関するコード化の結果 

コード	 定義	 データ例	



信頼	

中間人材に対する

地域からの信頼．

地域との境界に接

近するために必要

となると仮定	

(1)	やっぱり市役所の職員であって，実際そのただなんか塾とかやってい

るじゃなくて，ほんとに小学校の公共，公の教育中に入って実際にやって

いる．やらせて頂いているのは他の方が見たら，結構信頼というがあると

か，やっぱり信頼していただけるので，普段見ている市役所の市の仕事を

させていただいているのはやっぱりでかいかなと思います．（N氏）	

(2)僕の前に入った地域おこし協力隊の子が首になった経緯があって，彼の

紹介で僕が入っているんで，結構マイナスな状態からスタートして．要は

あいつの紹介できた奴だけど信頼できるのか，と．しかも新卒で入って社

会人経験もないので，「お前は役にたつのか」みたいな感じでうがった目

で結構見られて「この学卒が」と言われました．何人の人にも．行政の人

にも街の人にもよく言われました．やっぱり 初の頃によく言われたのが

「お前はこのここに骨を埋める気はあるのか？」と（F氏）	

		

物語	

物語：経験を伝承

し，協同化する言

語装置（瀬名ら，

2006,	pp.215）	

(3)移住してきてすぐそこ（＝移住者が集まって話すイベント）に呼んでく

れたんですよ．ゲストとして．話を聞かせてくださいっていうので， 初

ゲストとして呼んでくれて．（中略）七尾市の場合は移住してきたら，ま

ず新聞記事に書いてくれて，H君が来たよと新聞記事書いてくれて，移住者

の集まりに呼んでくれて．自分のことをこういう人ですよと話をしたら，

じゃあなんか一緒にやる友達がその場でできて（H氏）	

(4)	やっぱり旦那さんの地元というところなんで，なかには旦那さんのご

両親を知っている方がいらっしゃるんです．あそこでの息子さんのお嫁さ

んねって，それもあって，旦那さん自身は転勤族で福島県に残してきてい

るんですね．離れているけれども，旦那さん自身も 20 年近くこっちには住

まい離れているけども，やっぱりそういうあそこの息子のお嫁みたいな，

今でもそういうつながりが覚えているんだな，それはすごいなと思います

(T 氏)	

(5)	名刺には連絡先．自己紹介には，僕のこんな人間です．それ人をやっ

ていることは**ですっていう，このストーリー．ストーリーで「はい，ど

うぞ」でいう．で，重要キーワードに関してはやっぱり大きく書く．例え

ば，僕は花火師とかやってたから，イノシシに興味がなくても，花見に興

味があるとか，花見に興味がなくても地域に興味あるとか，地域に興味が

ない人は食に興味あるとかっていう，そういうワードをあちこち散りばめ

てた．引っかかるもの．何かしらちょっと引っかかればいいから(F 氏)	

 

5. 結論 

	 本研究では，中間人材を外部の人間として地域と関わり合っていく境界人として捉え，中間人材の直

面する「境界性」およびそこで必要となる知識としての境界知に着目し，中間人材が地域にイノベーシ

ョンをもたらすために必要な隠れた知識・能力を明らかにすることを目的とした．	

	 本研究は，境界知を中間人材の持つ知識・能力として仮定し，境界知を可能にする「共感能力」，「予

測能力」，「問題提起能力」という 3 つの要素をインタビューデータのコード化を通じて明らかにした．
この 3つの要素は，地域内外の境界において，中間人材が地域に変容をもたらす際にどのような知識・

能力が関わっているかという問いに答えるものである．中間人材の境界性に基づく境界知が地域におい

て外部の視点から変革をもたらすのではないだろうか．	これは，中間人材の持つ「外部の視点」が地域

に何をもたらすのかについて，境界知という言葉によって，より具体的に提示するものである．	

	 サービス研究の観点から言えば，本研究は，地域づくりにおける資源統合者である中間人材を均一

な存在として捉えるのではなく，信頼や物語性，正当性などを持つ多様な個人による資源統合の研究

の可能性を提示し得る．特に，物語に関しては，地元の新聞記事や，企画型のトークイベントなどに

よって個人のライフストーリーが地域で共有されることで，地域への順応を助ける働きを持っている

と考える．このような物語が，中間人材が持つ境界性を活用した知の適用を助け，中間人材の活動に

正当性を与え，資源統合を促進する役割があるのではないかということを本論文では提起した．	

 
注 
(1) 「【ITを地域へ】石川県加賀市の地域おこし協力隊が遂に「起業」しました！」（https://kagagurashi.com/post-9119/） 

[Accessed 2019, May, 10], 『kagagurashi.com』, (2018年 06月 18日) 
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