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ハイパー コネクティビティが実現した世界を想像してみてください。情報によって喘息の発作が予測できたり、ビルがガス漏れを

検出して封じ込めることができるような世界です。それが今、ここにあります。今こそ、そのような時代なのです。私たちはデジタ

ル化時代に生きています。デジタル化された世界では人々が繋がることで膨大なチャンスが出現しており、このデジタル化によ

る社会への影響は、これまでのインターネットによる影響の 5 倍から 10 倍にのぼるとCiscoは考えています。 

 

 
デジタル化と Internet of Thing（IoT）を併用すれば、水不足、飢餓、所得格差、環境悪化、貧困、移民、失業など、世界の最も困

難な問題のいくつかを解決する助けとなります。しかし、デジタル化によって豊富なチャンスがもたらされる一方で、私たちは今、

気候変動から健康問題や経済問題に至るまで、社会に深い影響を及ぼす世界的規模の複雑な課題が存在する世界に生きてい

ます。中でも失業問題は差し迫った大きな課題であり、特に失業率が大人のほぼ 3 倍にのぼる若者の間では深刻です。1 

 
世界全体で 2014 年の失業者数は 2 億 100 万人以上でしたが、これが 2019 年には 2 億 1000 万人近くに達すると予想されます。2 

この新しいデジタル化経済で国々が繁栄していくためには、失業問題に取り組むだけではなく、雇用を生み出していかなければなりま

せん。若年層の失業状態をさらに悪化させないようにするだけのためにも、世界は今後 10 年間で 6 億人分の雇用、すなわち、1 か

月に 500 万人の雇用を作り出す必要があります。3 

 
技術だけでは十分ではありません。教育だけでも十分ではありません。急速に変化しつつある雇用形態と私たちの知るデジタル

化世界では、雇用の創出を含めて包括的かつ適応型の「スキルから雇用へ」のアプローチが必要です。有効なグローバル スキ

ル開発計画、企業の社会的責任（CSR）の効果的な介入に関する確立された実績、そして市場の変化を捉えるシスコの実証され

た能力をベースとして、技術的および起業的スキルと考え方、社会的精神について継続的に学習することが、各個人の成功の基

盤になるとシスコは考えます。技術者のように新しい技術を取り入れ、起業家のように考え、社会改革者として行動するような、グ

ローバルな問題を解決する世代を送り出すために、技術という力を役立てることができると信じています。 

現在、ほとんどの人はデジタル エコノミーに参加できる知識を獲得できるトレーニング プログラムを利用することができません。

雇用主の 39 % がエントリ レベルの欠員の最大理由はスキル不足であると主張する一方で、教育者の 72 % は卒業者が雇用

市場の要請に十分対応できると考えています。4 トレーニングの利用率を高め、スキルに対する雇用者のニーズに基づいてト

レーニングを実施する必要があります。さらに、既存のグローバル経済は失業者全員を雇用できません。グローバルな雇用

ギャップを埋めるためには、2019 年までに概算で 2 億 8000 万の雇用を新たに創出する必要があります。5 私たちは雇用機会

を増やす必要があるのです。 
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政府、企業、教育機関、非営利団体、個人が、個別に活動していては失業問題を解決することはできません。デジタル化を活用す

るために、既存のエコ システム内で地域戦略を作成する必要があります。それは、世界の国々で必要とされるスキルと能力の量

および独自性を作り出す戦略です。これは国にとって重要なだけではなく、職のない若者に膨大なチャンスを提供します。 

また、社会変革を生むエコ システムを促進しつつ、IoT やデジタル化のようなテクノロジーの移行に沿った関連スキルのトレーニ

ングの利用を増やすことができれば、その影響は累乗的に増大する可能性があります。図 1 をご覧ください。コミュニティや企業

は、必要なシステムを導入、開発、構築して維持できる技術力の高い労働力を通じて、デジタル化に伴う経済的利益を実現するこ

とが可能となります。また、新しいアイデアを市場にもたらす起業家からも恩恵を受けます。そうした恩恵の中には私たちが抱える

最も複雑な社会的課題のいくつかを解決するという、付加価値を持つものもあります。 

図 1. グローバルな問題を解決する世代の誕生 
 

 

 



 

 
 
 

 

テクノロジーのペースに合わせた取り組み 
 

 
 

デジタル化は現在の変化のペースを加速するため、スキルと能力の量および独自性を開発するには新たなアプローチが必要と

なります。最終的には、起業力を高めながら急速なデジタル化現象を制御し、教育、カリキュラム、学習などの一部を技術雇用

市場に合致させることができれば、経済成長を促進できます。シスコは、IoT 環境でのスキルと雇用の状況をより深く理解し、自

社の取り組みを前進させることができるように、Gartner Research と提携しました。IoT デバイスの成長は、2020 年までには 

73 億台に達すると予想されるスマートフォン、タブレット、PC を遥かに凌駕すると見られ 6 、IoT 関連のプロジェクトに従事する

企業家、発明家、開発者は 4500 万人にのぼると見込まれています。7 

テクノロジーがビジネスにおいて果たす役割はますます重要になります。テクノロジーはワークスタイルに前例のない変革をもたら

すことになり、ほぼあらゆる組織の雇用を劇的に変えます。Gartner は 10 の雇用グループ 8 を IoT の利用とサービスにとって

「最重要」であると位置付けましたが、これらのグループで必要とされるフルタイム雇用のおよそ 75 % が、2020 年には IoT に従

事することになると予想されています。9 

 
役割はより複雑になります。そこでの役割をうまく果たすために、各個人は自分の働いているビジネス環境に対して広い理解を

持ちながらも、データ分析、セキュリティ、デバイス管理、アプリケーション開発などの重要なスキルに対する深い造詣と、創造

性、革新的デザイン、企業家精神などのソフト面の能力とのバランス感覚が必要になります。10 今日、ますます多くの CIO は才

能の根本的な「オーバーホール（見直し）」が必要であると考えています。この考えは IoT 変革の加速化とともに促進され、他と

の差別化要素となっています。11 

接続先が教育機関であっても医療機関であっても、あるいはスマート シティであっても、さらに効率的な行政サービスであって

も、膨大な接続数はビジネス向上を推進するだけではなく、重大な社会問題を解決するうえでも重要な役割を果たします。 
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学習という基盤に立って 
 

 
 

シスコは、新たなデジタル エコノミーでの機会を活用するのに必要なスキルの獲得を支援しています。何年にもわたって実地調

査に携わり、自社の取り組みによる影響を把握することで教訓を得ることができ、その教訓をもとに構築しています。シスコは 

CSR プログラムと提携し、当社が最も大きな価値を付加でき、大きな影響力を持つことができる分野のプログラムに投資してい

ます。このような目的に向かって、シスコおよび Cisco Foundation は NPO（非営利団体）や NGO（民間活動団体）、および地域

コミュニティの組織と連携して、多くの CSR プログラムを実行していきます。シスコは当社のビジョンを共有する組織を、非営利

団体への支援を通じて、資金調達、専門知識、技術面でサポートします。十分なサービスを受けていないコミュニティで、特に科

学、技術、工学、数学（STEM）学習における学生の学力向上と取り組みを促進させる、革新的かつ技術に基づいたプログラムを

提供するパートナーを特定します。また、十分なサービスを受けていない人々に技術を導入し、情報、スキル、金融商品や金融

サービスを利用できるようにすることで経済の自給自足を促進できるよう、提携を行っています。 

シスコの主力となる CSR プログラム、Cisco®
 Networking Academy®

 は、技術教育における画期的な成功モデルとなっていま

す。このプログラムが過去 10 年以上にわたり急成長してきたことは、学生の多様性やパートナーの数と種類が広範であることに

加え、幅広く的確で一貫したカリキュラムが取り揃えられていること、新しい技術と教育の進歩に対応できることを実証していま

す。従来の教室の授業から 1 歩踏み出したCisco Networking Academy では、学習者が最先端のシミュレーション ツールを利

用してテストを受けることで、自分たちのスキルやノウハウをグローバル レベルで評価できます。 

IoT の可能性を利用するためには、世界各国のほぼすべての分野で数百万人もの情報通信技術（ICT）者が必要です。9,500 

機関を超えるシスコの Cisco Networking Academy プログラム パートナーは、170 か国以上の国々で毎年 100 万人の学習者

に ICT スキルを教えており、個人に対してより多くの経済的チャンスを与えるとともに、将来の労働力を生み出す業界リーダーの

パイプラインを構築しています。人々やプロセス、データ、モノがより高度な IT 技術で接続されていくデジタル革命の結果、重要

な IT キャリア 12 はますます複雑になっています。 

 
提携により、複数の関係者がその専門知識を互いに出し合うため、変化と革新が加速されます。Cisco Networking Academy 

はシスコの技術認定のためだけに学習者を指導するのではなく、学習者がさらに学習を進め、ITC 分野以外の仕事を目指し、あ

るいは独自の事業を始める際にそれをサポートする幅広い技術的および事業的スキルを提供します。 
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Cisco Networking Academy の各コースで、学習者はネットワークの設計、構築、運用の細かな項目を学習するだけではなく、

問題解決、クリティカル シンキング、コラボレーション、チームワークなど、将来の教育や仕事で生かせるスキルも学びます。現

在の ICT 関連の雇用に対する需要にコース内容を合わせることは、ICT 分野が進化し、雇用の多様性と複雑性がより増してい

る今、ますます難しくなっています。しかしその取り組みの中で、Cisco Networking Academy ではどのようなスキルやサブスキ

ル、前提条件が必要かを見極めるために、数多くの調査と分析を行ってきました。プログラムでは、グローバル市場でこれらの

仕事がどれほど存在し、分布しているか、また、雇用のスキルと要件が雇用主や地域、市場の成熟度ごとにどのように変わる

かを判断するよう努めています。 

雇用スキルにカリキュラムを合致させることに加えて、Cisco Networking Academy はCiscoや他の業界認定資格に緊密に沿っ

たコースを提供して、教育現場とプロフェッショナル認定との乖離を最小限に抑えています。プログラムでは厳格な評価と業界認

定資格に基づいて、コースで学んだスキルを検証するよう努めています。さらに、Cisco Networking Academy は業界全体の各

種標準とベスト プラクティスに準拠しており、教室で学ぶスキルと同じスキルの発揮が保証されます。自動化、シミュレーション、

精神測定モデルなどの技法により、講義の有効性が確保され、またこれらは実質的な改善の基盤となります。さらに学習者は個

別のフィードバックを受け取るため、自身の進捗状況をモニタリングできます。 

Cisco Networking Academy はこれまで、確立されたビジネス原則と最新技術、最新の研究を利用した結果推進型の手法を採

用することで、革新的な教育の実践を成功させてきました。これは、幅広い学生や教育機関のニーズに効果的に応えるものであ

るとともに、他の教育プログラムが変革を実行する際のモデルともなりました。2005 年から 2014 年にかけて、このプログラムを

受講した 130 万人の学習者が新たな職を得ることができました。Cisco Networking Academy が実施した調査の回答者のうち 

72 % が、プログラムに参加したおかげで新しい職場または以前よりも良い職に就いた、職場でより多くの仕事を任されるように

なった、あるいはより高い給与を受け取るようになったと回答しています。13 

シスコはこのプログラムを土台にして、デジタル化への移行に合わせたカリキュラムの継続的な変更と、新たに登場しつつある

技術キャリア、特に IoT 関連のキャリア向けカリキュラムの開発により、次世代のスキルのために積極的に前進しています。シ

スコは現在、あらゆるカリキュラムで IoT を投入しています。シスコは雇用主とともに設計した、より近道となるパスを導入中で

す。教育者、業界リーダー、社会変革者と連携して、学習者を雇用や雇用創出への確固たる道筋につけることができるカリキュ

ラム、経験、ビジネス モデルを早急に作成しています。 

また、既存の仕事に対するスキルのマッチングに役立つテクノロジーもサポートしています。その一例として、米国民間企業へ

の退役軍人の転職をサポートする取り組みがあります。退役軍人には強力なリーダーシップとチームワークのスキルがあります

が、たいていの場合、兵役を退いたときにその軍務経験を一般の職務記述書とマッチングさせることは困難です。シスコは 

Futures Inc. と協力して Pipeline と呼ばれるクラウドベースのプラットフォームで軍務スキルと一般スキルのマッチングを行い、

退役軍人が仕事を検索できるようにしました。現役軍人、予備役軍人、退役軍人は、この U.S. Military Pipeline を通じてジョブ 

マッチング ツールにアクセスできます。2013 年 1 月から 2015 年 6 月までに、25 万人以上の退役および現役軍人がこの取り

組みにより職を見つけました。 
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の方法で実行し、新しい仕事取得についての最も正確かつ、控えめな予測を使用しました。 



 

 
 
 

 

機会の創出 
 

 

今日の仕事に必要なスキルを構築し、これらの仕事に個々人を結び付けることに加えて、将来の雇用を創出するまったく新しい

アイデアと産業を育成することが不可欠です。社会事業で生み出される仕事を含め、雇用の創出は世界的な失業問題に取り組

むうえで重要な役割を果たします。成長が最も著しい社会事業 100 社は、この 5 年間で平均 350 % の成長を遂げました。14 

 
シスコは急成長する技術ベースのグローバルな DIY の動きを支援しようと努めています。こうした動きはあらゆる年齢層の人々

の発明や設計に広がっており、往々にして自分で製作を行っています。そうした考え方を Cisco Networking Academy コミュニ

ティや他のプログラムに導入しています。このイノベーションの時代には、誰もが発明家になることができます。世界に対するこ

の潜在的影響は計り知れません。手頃なテクノロジーやオンライン環境のおかげで、個人は小規模の企業を立ち上げ、商品や

サービスを製造、販売できます。自身で作成することは、学習、買い物、販売、対話の方法に影響を及ぼしています。 

シスコは、世界中の Cisco Networking Academy 学習者や他の人々に革新を促すハンズオン トレーニングを提供すると同時

に、社会的革新に関するより広いコミュニティを対象とした課題を支援しています。これにより、個人は新しい事業に繋がりつつ

最終的には世界を変えるソリューションを開発しながら、新しいスキルの実践を進めていくことができます。 

新規事業は米国だけで年平均 300 万以上の雇用を生み出していますが15、そのおよそ 50 ～ 95 %（出典により異なります）が

倒産しています。16
 しかしインキュベータ プログラムは、優れたアイデアを実行可能な市場ソリューションへと成熟させ、製品や

サービスの市場化を加速させるよう支援することで、新規事業が成功する可能性を高めています。 

 
「私たちは新規事業の大半が繰り返し倒産するのを幾度となく見てきました。新規事業が、関連の能力開発（スキル）と資金を利

用すること、および関連する市場ネットワークを利用することが可能である場合、そうした新規事業が失敗する理由となる共通の

落とし穴を埋めることができ、成功率を上げることができます。ここで、大学の優れたビジネス インキュベータの出番となります。

こうしたさまざまな側面においてクライアントをサポートすることで、新規事業の生き残り率を上げ、成長の可能性を高めることが

できるのです」と、UBI Global の共同創立者兼調査責任者、ドゥルーブ バットリ氏は述べています。 
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 RBS SE100 指標（2014 年） 
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 http://www.kauffman.org/what-we-do/research/firm-formation-and-growth-series/the-importance-of-startups-in-job-creation-and-job-destruction [英語] 
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 『Startup Genome Report』によると、新規事業の 90 % は失敗に終わるとしています。この資料では正確な数値を 92 % と見積もっています。このレポート（リンク）と、Startup 

Genome を参照として使用した、このトピックに関する Quora の記事をご覧ください（Quora の記事）。同じような統計は Mashable でも繰り返し報告されています（記事）。

Forbes によれば、この統計は 80 % です（記事）。US Census によれば、この数値は 51.2 % です（記事）。Wall Street Journal は、新規事業の 4 分の 3 が失敗するとしてい

ます。この記事（リンク）では、ゴーシュ博士（Harvard Business School 講師）の調査にも触れており、そこでは新規事業の 95 % が失敗するとしています。これと同じ統計は 

Huffington Post でも公表されています（リンク）。 

http://www.kauffman.org/what-we-do/research/firm-formation-and-growth-series/the-importance-of-startups-in-job-creation-and-job-destruction


 

 
 
 
 

 

これまで、大学のインキュベータ プログラムは世界的なイノベーションおよび雇用創出を促進するための成功モデルとなってき

ました。特に最高レベルの大学のインキュベータ プログラムは、平均的な大学のインキュベータのほぼ 5 倍の雇用を創出して

います。17 インキュベータはクライアントの起業をうまくサポートすることで、より多くの雇用を生み出しています。しかしインキュ

ベータ プログラムは非常に限定的であり、すべての地域や大学でこうしたプログラムを利用できるわけではありません。まして

や専門学校などではなおさらです。 

現在、世界中に 4,400 の大学インキュベータ関連プログラムがありますが、大学はおよそ 22,000 校あると推定されることか

ら、こうしたインキュベータ プログラムがあるのは大学のわずか 15 ～ 20 % ということになります。18 私たちがこうしたインキュ

ベータに仮想ネットワークで繋がり、ベスト プラクティスを共有し、より効果的に協力すれば、この数字を 5 % も引き上げること

が可能です。平均で、各インキュベータは年間 350 の雇用を生み出すことができます。これは 5 年間で考えれば 800 万の雇

用創出につながることとなります。 

グローバルなインキュベータ ネットワークが発展していけば、どんな経歴を持つ人でも創造的なアイデアを市場に持ち込み、新

規事業を立ち上げることができるようになります。それは、起業に対する関心を若者の間に高める一方で、より多くの雇用を生

み出します。ミレニアル世代（18 才～ 34 才）の 55 % は、事業を始めたいと考えているか、またはすでに始めています。19 さら

に、企業の目的が株主の利益だけに重きを置くのではなく、社会や環境にどのように影響を及ぼすかを検討すべきであるという

考え方が高まっており、それに沿って、社会のことを考えた事業やアイデアを重視するようにもなっています。現在、企業は利益

のみに目を向けるべきであると考えている人は、世界人口の 6 % に過ぎません。20 

社会への影響を考慮した、グローバルなインキュベータ ネットワークの発展はさらに強力になり得ます。社会事業のインキュ

ベータは前向きな経済価値を生むばかりではなく、世界で最も差し迫っている一部の課題の解決に役立ちます。この考えを検

証するために、Ciscoはインキュベータ ベンチマーク大手の UBI Global と提携して、社会事業インキュベータ プログラムのベ

ンチマーク フレームワークを初めて共同開発しました。 

UBI の既存の世界的なベンチマーク フレームワークに基づいて、新しい社会事業インキュベータ フレームワークが共同作成さ

れ、社会事業インキュベータの影響が経済面と社会面の両面で測定されました。フレームワークでは 40 を超える重要業績評

価指標（KPI）が測定されますが、これにはインキュベータがクライアントに提供する価値（能力開発、ネットワーク アクセス、資

金利用など）のメトリックも含まれます。その結果、米国で成果を上げている上位の社会事業インキュベータは、平均的な社会事

業インキュベータ プログラムのほぼ 3 倍の雇用を生み出していることがわかりました。詳細については、

http://csr.cisco.com/pages/measure-impact [英語] を参照してください。 

 

社会事業に重点を置いたすべてのインキュベータ プログラムがさらに成果を上げることができたとしたら、どんなに多くの雇用を

創出できるか想像してみてください。こうした種類のプログラムをこれまでは利用できなかったかもしれない人々や、その新たな

対象オーディエンスに、このインキュベータ ネットワークが広がったことを想像してみてください。その結果、どのような新しいア

イデアが湧き、花開くでしょうか。インキュベータを取り巻くエコシステムに、先端技術のスキルを持つ人財を育てる機関があれ

ばどうなるでしょうか。エコシステムにリーダーシップ スキルを開発する組織があればどうでしょうか。貧困と闘う NGO が含まれ

るようになったとしたら、または科学、技術、工学、数学の学習を若者に奨励することを中心に活動し、イノベーションへの意欲に

満ちたより幅広い人財プールを作り出している非営利団体が含まれるとしたら、どうなるでしょうか。 

 

 
 

 

17
 UBI（2014 年） 

18
 UBI 

19
 Kauffman（2011 年） 

20 2013 Cone Communications and Echo Global CSR Study（2013 年）、http://www.conecomm.com/2013-global-csr-studyrelease, [英語]（2014 年 6 月） 

http://csr.cisco.com/pages/measure-impact
http://www.conecomm.com/2013-global-csr-studyrelease
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次の素晴らしいアイデアがどこで生まれるかは予想がつきません。仕事を見つけるため、あるいは仕事を生み出すアイデアを実

現するために、人々に複数の道筋とリソースを提供すると同時に、社会的問題に取り組んでいけば、その影響は飛躍的に高まる

一方で、失業問題への対処においても人々が重要な役割を果たすことが可能です。 

私たちは知っています。人々を集めれば、革新的なソリューションを見つけることを。そこにテクノロジーを加えれば、その影響力

を倍増でき、さらに大きなチャンスを見出すことができることを。私たちは新しいチャンスと豊かな経験に刺激を与え、繋げ、また

それらを実現する力を持っています。それは、イノベーションと進歩への門戸を開くエコシステムを養成し、グローバル経済を成長

させ、生活の質を向上させることで実現するのです。今こそ行動すべきときです。準備はできていますか。 

 

 

 
 

 


