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1．はじめに 

 個々の企業の経営のパフォーマンス（利益や売上など）には大きな違いがあ

る。ソフトバンクグループのように、1981 年の創業から 33 年後の 2014 年度

には、売上高 8 兆 6700 億円、営業利益 9800 億円を叩き出す、大企業に成長す

る企業群が存在する。しかし、一方には、同じ期間に全く売上高を増やすこと

ができなかった企業や、倒産･廃業に至った企業は数え切れない数に上る。 

なぜ、企業の業績にこうした大きな違いが生じるのかを解明することは経営

学の主たる研究課題であり、多くの視点から研究が行われてきた。経営戦略論

における議論をみると、企業の業績の格差を、企業が属する産業の要因と企業

固有の要因（企業全体と事業部門）に分けて、それぞれの影響の大きさを比較

する研究が蓄積されている1。嚆矢となる本格的な研究は Schmalensee (1985) 

であり、そこでは企業固有の影響はほとんど観測されず、所属する産業の要因

が 20％を占めることを明らかにした2。しかし、Schmalensee (1985) の研究に

                                                           
1 複数の事業を行っている多角化企業では、企業の要因は、事業（business unit）と複

数の事業を含む法的な企業 (corporate unit)に分割可能である。本稿では、この両者を含

めて企業の要因と定義する。 
2 産業の要因とは、業界を特徴づける、新規参入障壁、業界内の競争の激しさといった要

因である（Porter, 1980)。 
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は単年度のデータによる分析であるといった限界が存在したため、Rumelt 

(1991) は観測期間を 4 年に拡張し、収集データの内容に精査を加えることでよ

り精度の高い分析結果を公表した。それによると、産業の影響は 8％に過ぎず、

46％が企業固有の事業部門の要因であることを明らかにした。その後の研究か

らも、企業の事業部門3に固有の要因が、企業間の業績格差の約 1/3 から約 1/2

を占め最も多いことが判明している（McGahan and Porter, 1997; Misangyi et 

al., 2006; Roquebert et al., 1996; 小本, 2008）。また、企業全体としての固有

要因が数％から 2 割弱を占め、企業が属する産業の要因の影響は数％から 2 割

弱にとどまることが明らかとなっている。 

企業固有の要因が企業業績に中心的な影響を与えることが分かったならば、

その固有の要因の中身が次に問題となる。その一つの解答が経営資源への着目

である (Wernerfelt, 1984)。企業が保有するあらゆるものを経営資源と定義す

るならば、個々の企業の経営資源には大きな違いがあり、それによって個々の

企業を特徴づけることができる。このため、企業業績に影響を与える経営資源

の特徴が研究されると同時に (Barney, 1991)4、経営資源をベースにした企業

の能力（ケイパビリティ）にも注目が集まることとなった (Argyres et al., 

2012)。企業の能力形成には、経営資源を保有していることだけでは不十分で

あり、組織の学習が必要も必要となる (Argote, 2013; Easterby-Smith, 2000)。

また、経営環境の変化が激しい中では、「企業が環境に適応するために組織ケイ

パビリティ自体を変化させる能力」のことを意味するダイナミック･ケイパビリ

ティ(Dynamic capabilities)も注目されるようになった (Teece et al, 1997)。近

年では、ダイナミック・ケイパビリティがどのように形成されるのかという点

にも関心が集っており、ダイナミック・ケイパビリティが、(1) 機会や脅威の

感知や形成、(2) 機会の獲得 (3) 様々な経営資源の維持や再構成，という能力

に分解可能であるとして、それぞれの能力の形成プロセスを経営者の視点から

                                                           
3 企業が、多角化によって複数の事業を手掛けている場合のそれぞれの事業のことを指す。 
4 資源ベース理論と称される。そこでは、価値があり、希少で、模倣が困難で、代替不可

能な資源を有しているならば、持続的な競争優位を獲得できるとされる。 

分析することが有力なアプローチとなっている (Teece, 2007)。したがって、希

少で模倣が困難なダイナミック･ケイパビリティの形成を、経営者の認知能力か

ら解明する動きなどが経営戦略論では一つのテーマとなっている (Helfat and 

Peteraf, 2015)。 

以上の議論を踏まえると、所属する業界の環境が恵まれたものではなく、業

界全体の業績は不振だったとしても、優れた経営資源や能力を有する企業は独

自の成長戦略を遂行することによって、大きな成長を遂げることができるとい

う結論が導かれる。逆に、業界環境がいかに恵まれたものであったとしても、

能力のない企業は成長できず、場合によっては企業の存続すら危ういものとな

る。 

こうした企業が所有する経営資源やケイパビリティに着目することは有力な

アプローチであるが、スタートアップ企業の成長を考えてみると、少々事情は

異なっているようにも見える5。なぜなら、既存の大企業に比べ、人材や技術な

ど所有する経営資源は大きく見劣りし、それに応じた企業の能力も劣る面が多

いと考えられるからである。たとえば、スタートアップ企業に対するアンケー

ト調査では、「優秀な人材を集めることが難しい」、「資金調達が困難である」と

いった回答が常に上位に来ることが多い6。こうした点をみると、スタートアッ

プ企業は、大企業に比べ人材や資金面で多くの不利な要素を抱えている。また、

スタートアップ企業は、実績や知名度に欠けるため取引などを行う上で不利が

多い。このため、企業としての活動期間が短いことによる不利 (liability of 

newness) や企業規模が小さいことの不利 (liability of smallness) から、廃業

                                                           
5 先に紹介した企業の業績格差に関する研究は、詳細なデータの入手が可能な上場企業が

分析対象となっている。つまり、厳密には、大企業を対象にした業績格差の分析と言え

る。 
6 たとえば、日本政策金融公庫の「2014 年度 新規開業実態調査」では、「現在苦労して

いること」という設問があり、11 個の選択肢が用意されているが、「資金繰り、資金調達」

は 39.7%、「従業員の確保」は 28.1%の企業が該当すると回答している。これは、11 個の

選択肢の中で、それぞれ 2 番目と 3 番目に多い回答である。なお、「開業時に苦労したこ

と」に対する回答では「資金繰り、資金調達」が最も多い回答となっている。 
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率が高いことは広く知られている(Aldrich and Ruef, 2006; Stinchcombe, 

1965)。 

しかし、現実をみると、Amazon, Facebook、Google, Microsoft, ソフトバン

クグループ、楽天、ニトリ、日本電産などのように、創業から短期間で大企業

に成長することが見られる。これは、豊富な経営資源を有することは競争に当

たって有利な条件にはなるものの、それで全てが決まってしまうことはないこ

とを示している。また、組織の能力は多次元の要素で構成されていると考えら

れるため，その大半が優れていたとしても、そのことが直ちに企業の成功を約

束するものではないことも意味する。したがって、スタートアップ企業の業績

（成長）を考える上で重要な視点は、乏しい経営資源の中で、いかに有力な事

業機会を見出し、見出した事業機会から成長につながる足がかりを生み出し、

成長の循環をつくりだすかというプロセスを分析することにあると言える7。こ

の視点に立つならば、保有している経営資源を前提に、事業機会を発見・活用

し成長につなげるという、企業家的な能力や活動を分析するというアプローチ

が有力な候補になる。また、これは、スタートアップ企業に限らず、大企業を

含む企業の業績格差を考える上でも、企業家活動 (entrepreneurship) の視点

からのアプローチが有効なものとなる可能性も秘めている8。 

 上記のような認識を踏まえ、本稿では、企業家活動に着目して、企業の成長

を中心とした企業業績を分析する。企業家活動も多岐にわたるため、ここでは、

既存研究から企業業績を決定する有力な先行要因 (antecedent) と位置づけら

れている企業家的志向 (entrepreneurial orientation) を取り上げ、現時点の研

究状況を概観する中で、今後の研究課題を探ることにする。本稿の構成は以下

                                                           
7 なお、ここでは「事業機会を見いだし成長につなげる」と記述したが、この考え方は、

事業機会が存在し、それを活かすために手段を考えるという伝統的なロジックにもとづ

いた理論である。最近では、手許にある手段を前提に、事業機会を自ら創造するという

逆方向の推論を行う理論も有力となっている。前者は因果関係アプローチ (causation 
approach) 、後者は達成アプローチ (effectuation approach) と呼ばれる (Sarasvathy, 
2008)。 
8 大企業での企業家活動は intrapreneurship とも呼ばれる。 

のとおりである。まず、第 2 節では、企業家的志向の概念を説明し、企業家的

志向という構成概念の評価についてレビューする。第 3 節は、企業の業績を取

り上げるが、主として業績の基盤となる成長を中心とする議論を整理する。第

4 節は、企業家的志向と企業の業績について検討を加える。第 5 節では、それ

までの検討を踏まえ、今後の研究課題について言及する、第 6 節では、本稿の

まとめを述べる。 

 
2．企業家的志向の定義と次元 

 
2.1．企業家的志向とは 

 企業家的志向 (entrepreneurial orientation) とは、戦略形成のプロセスのタ

イプであり、一般に、企業家的な意思決定や企業家活動につながる、戦略策定

プロセスという意味で用いられている（Rauch et al., 2009）。企業家的志向と

いう構成概念は企業家研究者に広まっており、この概念を用いた研究は多数に

上るが、その契機となったのは、Covin and Slevin (1989, 1991) が、

‘entrepreneurial (strategic) posture’ という企業家的志向と同様の概念を用い

て分析を行ったことが大きいとされる (Wales et al., 2013)。また、Lumpkin 

and Dess (1996) が企業家的志向の概念の精緻化を進めたことも大きな影響を

与えた。このため、Covin and Slevin (1989, 1991)と Lumpkin and Dess (1996)

の論文によって、企業家的志向という構成概念が企業家研究の中で急速に広が

ったというのが大方の認識となっている (Miller, 2011)9。 

 企業家的志向は上記の論文で学界に広まったわけだが、企業家的志向という

構成概念の本質や計測尺度については、Miller (1983) の議論や計測尺度をもと

                                                           
9 さらに言えば、企業家活動に関する研究自体が急速に拡大したことが背景にある。この

点については、企業家活動が経済や社会の中で重要性を増したことは言うまでもないが、

企業家として成功を収めた卒業生が手にした多額の資金を大学に寄付することで、企業

家研究のための研究資金が潤沢となったことも影響していると指摘されている (Miller, 
2011)。 
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2008)。 
8 大企業での企業家活動は intrapreneurship とも呼ばれる。 

のとおりである。まず、第 2 節では、企業家的志向の概念を説明し、企業家的
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まとめを述べる。 

 
2．企業家的志向の定義と次元 

 
2.1．企業家的志向とは 

 企業家的志向 (entrepreneurial orientation) とは、戦略形成のプロセスのタ

イプであり、一般に、企業家的な意思決定や企業家活動につながる、戦略策定

プロセスという意味で用いられている（Rauch et al., 2009）。企業家的志向と

いう構成概念は企業家研究者に広まっており、この概念を用いた研究は多数に

上るが、その契機となったのは、Covin and Slevin (1989, 1991) が、

‘entrepreneurial (strategic) posture’ という企業家的志向と同様の概念を用い

て分析を行ったことが大きいとされる (Wales et al., 2013)。また、Lumpkin 

and Dess (1996) が企業家的志向の概念の精緻化を進めたことも大きな影響を

与えた。このため、Covin and Slevin (1989, 1991)と Lumpkin and Dess (1996)

の論文によって、企業家的志向という構成概念が企業家研究の中で急速に広が

ったというのが大方の認識となっている (Miller, 2011)9。 

 企業家的志向は上記の論文で学界に広まったわけだが、企業家的志向という

構成概念の本質や計測尺度については、Miller (1983) の議論や計測尺度をもと

                                                           
9 さらに言えば、企業家活動に関する研究自体が急速に拡大したことが背景にある。この

点については、企業家活動が経済や社会の中で重要性を増したことは言うまでもないが、

企業家として成功を収めた卒業生が手にした多額の資金を大学に寄付することで、企業

家研究のための研究資金が潤沢となったことも影響していると指摘されている (Miller, 
2011)。 
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にしていることが多い。このため、企業家的志向を本格的に扱った最初の論文

は Miller (1983)とされている。ただ、Miller (1983) の中では、企業家的志向

という用語は用いられておらず、計測尺度も論文の中には記載されていない。

Miller (2011) によると、計測尺度の一部を掲載した Miller and Friesen (1982)

や、計測尺度に関する個人的な問い合わせに対する回答によって、彼が実証分

析に使用した計測尺度が広がったと述べている。 

 Miller (1983) の論文が大きな影響を与えたことは事実だが、Miller (1983) 

によって企業家的志向という概念が突如として登場したわけではない。企業家

的志向が企業家的な戦略策定プロセスを意味することから分かるように、戦略

策定に関する研究の中にその前身がある。具体的には次の 2 つの文献が指摘さ

れることが多い。一つは、Mintzberg (1973) である。この論文は、戦略的意思

決定プロセスを取り扱ったもので、そこでは、戦略策定が 3 つのグループに分

けることができるとする。その一つが企業家的形態 (entrepreneurial mode) 

であり、(1) 活発に新しい事業機会を探索する、(2) 権力が最高経営責任者に集

中している、(3) 不確実性に直面した場合に大胆に将来を見据えた意思決定を

行う、(4) 組織の中で成長が支配的な目標となっている、という 4 つの特徴が

あるとする。なお、残りの 2 つの形態は、適応的形態 (adaptive mode) と計画

的形態 (planning mode) であり、前者は、環境変化に対して受動的に反応す

るタイプであり、漸進的な意思決定である。後者は、事前に計画したプランを

遂行するという意思決定の形態であり、分析者(analyst)が主要な役割を果たす

とされる。もう一つの文献は、Khandwalla (1977) である10。そこでは、トッ

プ・マネジメントのスタイルを類型化している。それは、(1)リスクをとる企業

家的経営、(2)計画・最適化を行う技術家的経営、(3)柔軟で有機的な経営、(4)

参加的で人間関係志向的経営、(5)権威的で強制的な経営という 5 つのタイプが

提示されている。この 5 つのタイプのうち、最初のタイプが企業家的な意思決

定の形態になる。なお、Khandwalla (1977)は、この類型化をもとにした実証

                                                           
10 筆者は論文を入手できていないが、Khandwalla (1976/1977)もよく引用される。 

分析も行っている。Miller (1983) は、これらの先行研究を踏まえて構成概念を

提示した11。  

 
2.2．企業家的志向の次元の内容 

 企業家的志向は、企業家的意思決定などの基礎を提供する戦略策定プロセス

を意味する概念であるが、企業家的志向が 3 つまたは 5 つの次元に分けられる

ことで大方の見解の一致を見ている (Rauch et al., 2009)。3 つの次元を示した

のは、Miller (1983) の論文である。この論文は、Mintzberg (1973) の 3 つの

戦略策定形態をベースに、それぞれの形態で企業家活動 (entrepreneurship) 

に与える要因が異なるかどうかを分析したものである。その中で、彼は、企業

家的企業が、製品市場でのイノベーションに関与し、何らかのリスクを伴う事

業に着手し、いち早く先取的なイノベーションを取り入れることで、競争相手

を打ち負かすことに注目する。この事実を踏まえて、企業家活動を計測する 3

つの次元を提示した。すなわち、(1)リスク・テイク (risk taking)、(2) イノベー

ション的姿勢 (innovativeness)、(3) 先取的姿勢 (proactive) という 3 つの次

元である。まず、リスク・テイクについては、企業家研究にあっては、企業家

の特質と考えられることが多い。企業家活動 (entrepreneurship) を最初に定

義したとされる Cantillon (1734) が、企業家と雇用者を区別する主たる要因は、

自営業者となることに伴う不確実性とリスクにあるとしたように、その歴史は

古い (Ricketts, 2006)。一般的には、ある選択の結果、失敗や損失の可能性が

あるとしても、進んでそのリスクを取ることが企業家には必要だと考えられる

ことが、この次元が取り上げられる理由となっている12。 

しかし、リスクについては、リスクの実在性に伴う議論13、リスク志向、リ

                                                           
11 もちろん、企業家活動の研究では必ず取り上げられる、Knight(1921) や Schumpeter 
(1926) などの文献が影響を与えていることを否定するものではない。 
12 余裕資金を国債で運用するのではなく，新技術を用いた生産設備に資金を投じるケー

スなどが典型的な例である、 
13 リスクを客観的な存在と捉えるのではなく、秩序を乱すものとして認識されることに

よってリスクと認識され、リスクを知覚することになるといった議論が社会学の視点か

6 駒澤大学経営学部研究紀要第 45 号



にしていることが多い。このため、企業家的志向を本格的に扱った最初の論文
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Miller (2011) によると、計測尺度の一部を掲載した Miller and Friesen (1982)

や、計測尺度に関する個人的な問い合わせに対する回答によって、彼が実証分
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的志向が企業家的な戦略策定プロセスを意味することから分かるように、戦略
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参加的で人間関係志向的経営、(5)権威的で強制的な経営という 5 つのタイプが

提示されている。この 5 つのタイプのうち、最初のタイプが企業家的な意思決

定の形態になる。なお、Khandwalla (1977)は、この類型化をもとにした実証

                                                           
10 筆者は論文を入手できていないが、Khandwalla (1976/1977)もよく引用される。 

分析も行っている。Miller (1983) は、これらの先行研究を踏まえて構成概念を

提示した11。  
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古い (Ricketts, 2006)。一般的には、ある選択の結果、失敗や損失の可能性が

あるとしても、進んでそのリスクを取ることが企業家には必要だと考えられる

ことが、この次元が取り上げられる理由となっている12。 

しかし、リスクについては、リスクの実在性に伴う議論13、リスク志向、リ
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スク知覚、リスク制御など、多くの研究テーマがあり、リスク・テイクという

構成概念の中身は大いに検討の余地が残っている。この点は、Lumpkin and 

Dess (1996, p. 145) も、Brockhaus (1980)、Sitkin and Palbo (1992)、

Kahneman and Tversky (1979) などリスクに関する知見を紹介する中で、リ

スク･テイクについては、更なる研究の余地が残っているが (･･･ remains an 

area for future development)、差し当たり Miller (1983) の概念を採用すると

述べており、強く肯定的な意見を表明しているわけではない14。Lumpkin and 

Dess (1996) の論文の刊行から約 20 年が経過しているが、企業家的志向に関す

る構成概念の内容については、現在でも大きな前進はないという評価がされて

いる (Miller, 2011)。リスク・テイクを含めた構成概念の再検討は、企業家的

志向を用いた研究を遂行する上での大きな課題となっている。 

 次に、イノベーションについては、Schumpeter (1926) が、経済を発展させ

る上で、新結合の重要性を強調したが、その遂行を担うのが企業家であるとし

た。新結合は、新製品の開発や新たな生産方法の導入などの 5 種類が提示され

ているが、これらをイノベーションの内容と称することが多い。経営学におけ

る、代表的なイノベーションの定義としては、「関係する者にとって新しいと知

覚される、アイデア、実践、物質的な加工品」という定義がある（Zaltman et 

al. 1973）。このようにイノベーションの定義は多様であり、その内容は革新的

イノベーションから漸進的イノベーションまで様々だが、どのようなイノベー

ションであっても、何らかの新しい製品・サービスやプロセスをもたらすこと

につながる点は共通している。このため、新しいアイデアの創出を支持し、創

造的なプロセスを促進するという組織としての姿勢は、イノベーション的姿勢

という概念として捉えられ、企業家的志向の一つの次元を構成すると考えられ

ている。 

 先取的姿勢とは、受動的ではなく、将来的な問題、ニーズ、変化などを予想

                                                                                                                              
らは存在する (Breakwell, 2014)。 
14 リスク･テイクと企業の業績の間に明確な正の関係が見出せないことも理由として挙

げている。 

して機敏に行動する姿勢を意味する。具体的には、主導権を取り、新たな機会

を認識し機敏に機会を活用し、新たな市場の創造や新市場への参加といった姿

勢である。こうした姿勢は企業家を特徴づけると考えられている。先取的姿勢

の効果としては、先行者としての優位性 (first-mover advantage) を築くこと

が可能となることが挙げられる。先行者優位が生じる理由としては、 (1) 技術

的に先行することによる経験効果や特許獲得、(2)他社に先んじての希少な資源

の獲得、(3)買い手のスイッチング･コストなどが指摘されている(Lieberman 

and Montgomery, 1988)。ただし、(1) 後発者の技術へのフリーライダー行動、

(2) 技術や需要の不確実性の解消、(3) 技術や需要の変化、(4) 先行者としての

行動の制約 (inertia) から、先行者が必ず優位に立つわけではない。したがっ

て、先取的姿勢という構成概念と企業業績の関係には、必ずしも常に正の関係

が観測されるわけではない可能性がある。 

企業家的志向を用いた研究では、この 3 つの次元を用いて企業家的志向の大

きさを計測し、主として企業業績との関連を探る研究が行われてきた。そこで

は、具体的な計測尺度と必要となるが、Miller (1983) の計測尺度に、独自に開

発した計測尺度を加えた Covin and Slevin (1989) の計測尺度がよく利用され

ている。具体的な計測尺度の内容は表 1 のとおりである。この計測尺度は、対

照的な 2 つの企業の姿勢を提示し、いずれに近いかを回答するスタイルとなっ

ている。ただ、実証分析では、個々の研究者が若干の修正を加えることも少な

くない。たとえば、Keh et al. (2012) は、表 2 のような企業家的志向を示す 1

つの姿勢を提示し回答を求めるというスタイルの計測尺度を用いている。 

 Covin and Slevin (1989) の計測尺度は 3 次元であったが、Lumpkin and 

Dess (1996) は、新規参入 (new entry) につながるプロセスや意思決定の活

動を企業家的志向と捉え、2 つの次元を追加した。一つは、競争的な攻撃性 

(competitive aggressiveness) である。これは、市場の中で競合企業を上回る

業績を挙げるために、競合企業の挑戦に対して直接的にかつ強力に挑戦する姿

勢を意味する。市場には、当該企業とは競争関係に立つ競合企業が存在する。

その際の企業の姿勢として、競合企業と競争を回避し共存共栄を目指すという
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方法と、競合企業と激しく競争して、場合によっては競合企業を市場からの退

出させることを目指すという方法がある。競争的な攻撃性は、後者の方法を目

指すという姿勢である。 

もう一つの次元は自律性 (autonomy) である。自律性は、従業員が自己決定

し、創造性を行使し、新たな機会を追求することを認めるという姿勢である。 

 
表 1 Miller/Covin and Slevin の計測尺度 

★イノベーション的姿勢

●我が社の経営陣は、一般的に以下の点を重視する

信頼できる商品やサービスの
マーケティング

7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
研究開発、技術的な指導力、
イノベーション

●過去５年間（あるいは創業以来）に販売した、商品やサービスの新規の品目はいくつですか？

新しい品目はない 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 非常に多くの品目がある

品目の変更は非常に小さい 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 品目の変更は非常に大きい

★先取的姿勢

●競合企業との競争では、．．．

主として、競合企業の行動に対
して反応する

7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
主として、先に行動し、競合
企業が反応する

新しい商品・サービス、経営管
理手法、業務運営の技術などを
取り入れる最初の企業であるこ
とはほとんどない

7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1

新しい商品・サービス、経営
管理手法、業務運営の技術な
どを取り入れる最初の企業で
あることが非常に多い

競争上の衝突を避け、共存共栄
を好むという姿勢で臨む

7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
競争を好み、競合企業を叩き
つぶす姿勢で臨む

★リスク・テイク

●我が社の経営陣は、一般的に．．．

平均的な収益率の低リスクのプ
ロジェクトを強く好む

7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
高収益率の機会のある高リス
クのプロジェクトを強く好む

●我が社の経営陣は、一般的に以下のような信念を持っている

経営環境の特性から、注意深く
慎重に、漸進的な行動を探るこ
とが最善である。

7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
経営環境の特性から、大胆で
広範囲にわたる行動が企業の
目的達成に必要である。

●不確実性のある状況での意思決定において、我が社は．．．

費用が多額となる意思決定を避
けるために、慎重に「成り行き
を見守る」姿勢をとる

7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
潜在的な機会を活用する可能
性を高めるために、大胆で積
極的な姿勢をとる

（出所）Covin and Slevin (1989 ) のAppendix (p. 86) をもとに作成。  

創造性は内発的動機づけによって促進されることが知られているが（Amabile, 

1996）、内発的動機づけを高める最大の要因は自律性であることも分かってい

る (Ryan and Deci, 2000)。したがって、自律性を尊重する姿勢の強い組織で

は、創造性が高まるなど、企業家活動を活性化する結果が生まれるとされる。 

Lumpkin and Dess (1996) の論文は構成概念を提示した論文であり、彼らが

追加した 2 つの次元をもとにした計測尺度が開発され、実証分析が行われてい

る。代表的な計測尺度としては、Hughes and Morgan (2007) による計測尺度

がある。具体的な計測尺度の内容は表 3 のとおりである。 

 
表 2  Miller/Covin and Slevin の計測尺度の修正版 

★イノベーション的姿勢

我々の会社では、研究開発、新たな工夫やイノベーションを
非常に重視している

5 - 4 - 3 - 2 - 1

我々の会社では、過去５年間に多くの新しい製品やサービス
を発売した。

5 - 4 - 3 - 2 - 1

我々の会社では、製品やサービスの変化（種類や量）は一般
に非常に大きい

5 - 4 - 3 - 2 - 1

★先取的姿勢

我々の会社は、競合他社より先に行動を起こし、その後に競
合会社が反応することが非常に多い

5 - 4 - 3 - 2 - 1

我々の会社が、他社に先んじて、新しい製品やサービス、新
たな技術やシステムを導入することが非常に多い

5 - 4 - 3 - 2 - 1

★リスク・テイク

我々の会社は、高いリターン（利益）を得るために、高いリ
スクを取ることを好む傾向がある

5 - 4 - 3 - 2 - 1

我々の会社では、経営環境の特性を考えると、目標達成には
大胆で幅広い行動が必要だと考えられている

5 - 4 - 3 - 2 - 1

我々の会社では、不確実性のある意思決定場面では、手間の
かかる意思決定を避けるため、慎重に「静観する」姿勢を取
ることが多い。

5 - 4 - 3 - 2 - 1

（出所）Keh et al. (2007) のtable 2 (pp. 603-604) をもとに作成。  
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表 3 Lumpkin and Dess の次元をもとにした計測尺度 

 

 

 

 

 

2.3．各次元の関連について 

 Miller (1983) による企業家的志向の概念化においては、企業家的志向は組織

の現象であり、リスク・テイク、イノベーション的姿勢、先取的姿勢といった

姿勢が同時に見られることが想定されていた。換言すると、「企業家的志向」と

いう構成概念は、リスク・テイク、イノベーション的姿勢、先取的姿勢という

3 つの下位の次元を持つ一次元の構成概念とされていた。したがって、下位の

3 つの概念は、企業家的志向を反映して発現する企業の姿勢となるとともに、3

つの下位概念は同時に同じ方向に変化することとなる。リスク･テイクの姿勢の

強い企業では、イノベーション的姿勢や先取的姿勢がよく見られるといったこ

とである。この見解からは、企業家志向の計測尺度は、反射的尺度 (reflective 

measurement) としての性格を帯びることとなる (Fornell and Bookstein, 

1982)。潜在変数である「企業家的志向」を反射する形で、計測尺度となる、

リスク･テイク、イノベーション的姿勢、先取的姿勢は測定されるという考え方

である。 

一方、Lumpkin and Dess (1996) は、リスク･テイク、イノベーション的姿

勢、先取的姿勢に加え、競争的な攻撃性と自律性という 2 つの次元を加える。

その上で、5 つの次元が、同じ方向に変化することを想定しない。つまり、5

つの次元がそれぞれ一次 (first-order) の次元となる。この考え方に立つと、た

とえば、リスク･テイクと競争的な攻撃性という次元は、必ずしも同じ方向の動

きをすることにはならない。リスク・テイクの姿勢は弱いが、自律性は強いと

いったケースもあり得ることになる。企業家的志向をこのように捉えると、企

業家志向に関連する計測尺度は、企業家的志向という構成概念を形成するため

の基礎として、説明力のある尺度が組み合わされているという考え方に近くな

る。これは、形成的尺度 (formative  measurement) と呼ばれる (Fornell and 

Bookstein, 1982)。 

こうした構成概念の把握の方法の違いを反映し、潜在変数である企業家的志

向を計測するに当たって、反射的尺度もしくは形成的尺度として計測するかは、

大きな研究テーマとなっている (Covin and Wales, 2012; Diamantopoulos 
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向を計測するに当たって、反射的尺度もしくは形成的尺度として計測するかは、

大きな研究テーマとなっている (Covin and Wales, 2012; Diamantopoulos 
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and Siguaw, 2006; Diamantopoulos et al., 2008; Edwards, 2011)。 

ここでは、簡略だが、反射的尺度と形成的尺度の違いについて見ておきたい。

まず、計測尺度と潜在変数との因果関係の方向の違いがある。潜在変数から計

測尺度に対して影響が及ぶという因果関係であれば、反射的尺度が適したもの

となる。逆に、計測尺度から潜在変数に影響が及ぶという因果関係であれば、

形成的尺度が適したものとなる。例えば、人のパーソナリティの次元の一つで

ある「誠実性 (conscientiousness)」という潜在変数であれば、誠実性というパー

ソナリティを反映する形で、「頼りになる」「勤勉である」といった尺度で計測

することのできる行動や態度が生じると考えられる。これに対し、「社会的地位」

という構成概念であれば、「職業」、「学歴」、「収入」などが計測尺度の候補とな

りうるが、「社会的地位」を反映して職業や学歴などが決まるわけではない 

(Podsakoff et al., 2006)。職業や学歴などの内容によって、「社会的地位」が決

まるという因果関係になる。このように、構成概念の特質によって適切な計測

尺度は変化する。 

次に、反射的尺度は、潜在変数の内容を反映して現れる現象を計測するため、

候補となる計測尺度の内容は類似性が高くなる。このため、計測尺度の候補を

取り替えることが可能である。一方、形成的尺度は、それぞれの尺度が潜在変

数を形成する上で不可欠なものであり、候補となり得る尺度を取り替えること

はできず、潜在変数を計測する上で不可欠と考えられる全ての尺度を含めてお

く必要がある。 

また、構成概念の妥当性に関する点に違いがある。反射的尺度については、

構成概念の信頼性や妥当性に関する手続きが確立されているが、形成的尺度に

ついては、これらの点に問題があるとする議論がある (Edwards, 2011)。 

反射的尺度と形成的尺度に関する議論は上記以外の点も数多くあるが、本稿

の目的からやや離れるため、上記の 3 点の指摘に止めることとし、以下では、

企業家的志向との関連を見ていく。まず、企業家的志向という構成概念を、反

射的尺度と形成的尺度のいずれで計測するのが適切なのかという問題がある。

潜在変数の計測に当たっては、社会科学では反射的尺度で計測することが圧倒

的に多く(Podsakoff et al., 2006)、企業家的志向も反射的尺度として計測が行

われてきた。しかし、先に述べたように、Lumpkin and Dess (1996) による概

念化は形成的尺度の考え方に近いこともあり、近年では形成的尺度として計測

を行うことも行われるようになってきている (Anderson et al., 2015)。しかし、

企業家的志向を形成的尺度で計測する点については異論もあり (Covin and 

Lumpkin, 2011; Covin and Wales, 2012)、いずれが望ましい計測方法なのかと

いう点については決着を見ていない。このため、今後とも研究テーマとして取

り組まれることになると考えられるが、議論を深めるためには、「企業家的志向」

という構成概念が一体何を計測しているのかという、企業家的志向の本質に関

するより踏み込んだ議論が不可欠である(Covin and Lumpkin, 2011)。組織の

意思決定の「姿勢」といった概念を、どのように捉え計測するかは、たとえば、

内容的に類似性のある組織文化などと本当に異なる構成概念なのかを明確にす

る必要がある。ただ、ここでは課題の指摘にとどめ、こうした点については今

後の研究課題で触れることとする。 

 
3．企業の業績と成長 

 
3.1. 企業経営における成長の重要性 

 企業経営にとって、企業を成長させることは重要な課題である。この点をス

タートアップ企業と大企業に分けて考えて見たい。まず、スタートアップ企業

をみると、創業時点では売上はゼロであり、顧客を増やして損益分岐点を上回

る売上を達成しない限り、企業の存続が危うくなる。売上を増やすことで企業

規模を拡大し、業歴を重ねることが、社会での正当性 (legitimacy) を確保し、

企業の存続をより確かなものにする (Scott, 2014; Stinchcombe, 1965)。した

がって、スタートアップ企業では成長が最優先の課題となる。 

この点を、日本政策金融公庫総合研究所が実施した「新規開業実態調査 特別

調査（平成 25 年）」で確認する。調査対象は、開業から 5 年以内の企業 3,011

社である。アンケートの調査項目の中に、「今後の事業規模についてどのように
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するより踏み込んだ議論が不可欠である(Covin and Lumpkin, 2011)。組織の

意思決定の「姿勢」といった概念を、どのように捉え計測するかは、たとえば、

内容的に類似性のある組織文化などと本当に異なる構成概念なのかを明確にす
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をみると、創業時点では売上はゼロであり、顧客を増やして損益分岐点を上回

る売上を達成しない限り、企業の存続が危うくなる。売上を増やすことで企業

規模を拡大し、業歴を重ねることが、社会での正当性 (legitimacy) を確保し、

企業の存続をより確かなものにする (Scott, 2014; Stinchcombe, 1965)。した

がって、スタートアップ企業では成長が最優先の課題となる。 
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お考えですか」という設問があり、「1．拡大したい」、「2．現状程度でよい」、

「3．縮小したい」という 3 つの選択肢から一つを選択する形式となっている。

その回答状況をみると、「1．拡大したい」を選択した企業が 88.9％と大部分を

占めている。「2．現状程度でよい」と「3．縮小したい」は、それぞれ、11.0％

と 0.2％にとどまる。なお、開業から 1 年以内の企業 1,618 社を対象とした「新

規開業実態調査（平成 25 年）」にも同じ設問があるが、その回答は、「1．拡大

したい」90.1％、「2．現状程度でよい」9.9%、「3．縮小したい」0.1%となって

おり、大きな違いは見られない。これらの回答状況から、ほぼ全てのスタート

アップ企業が成長を目指していることが分かる。 

一方、大企業はどうだろうか。これについては、生命保険協会が実施してい

る「株式価値向上に向けた取り組みについて」という調査がある。平成 26 年

度調査では、上場会社のうち時価総額で上位 1,200 社（実際のアンケート送付

企業は 1,074 社、回答企業は 589 社）を対象に調査を行っている。この調査で

は、「株式価値向上に向け、経営目標として重視している具体的指標を全てお答

え下さい。（複数選択可）」という問いがあり、18 個の経営目標に関する選択肢

が示されている。その中で、「売上高・売上高の伸び率」という選択肢を 50.9％

の企業が回答している。「利益・利益の伸び率」については 61.0％の企業が回

答している。この結果から、過半数の大企業は、売上高や利益を増やすという

成長を志向した経営を行っていることが分かる15。 

これらの結果をみると、スタートアップ企業と、その対極に位置する時価総

額の上位企業のいずれについても、成長を実現することが企業経営にとって重

要な意味を持つことが明らかとなった16。企業は規模の大小を問わず、強い成

                                                           
15興味深いのは、同様の質問を 159 社の機関投資家にも行っているが（回答企業は 86 社）、

「売上高・売上高の伸び率」、「利益・利益の伸び率」を挙げる企業は、それぞれ 20.9％、

38.4%にとどまっていることである。また、ROE については、企業では重視するという

回答が 59.1％であるのに対し、機関投資家では 90.8％に上る。この結果から、有力なス

テークホルダーである機関投資家よりも、企業の経営陣のほうが強い成長志向を示して

いることが分かる。 
16 業歴を問わない中小企業全体に関する調査としては、たとえば、東京商工会議所の「中

長志向を有していることが判明したのであれば17、企業の成長を決定する要因

に関心が持たれることとなる。 

 
3.2．企業成長の理論 

 企業の成長を考える場合、企業の成長を何によって計測するかが問題となる 

(Gilbert, 2006)。企業の成長は、売上、利益、従業者数、市場シェアなど様々

な指標が存在するからである (Murphy et al., 1996)。ただ、先行研究の多くは、

これまで売上高や従業者数などが用いて分析を行っている。そこで、本稿では、

売上高や従業者数で企業の成長が計測できると想定し、議論を進めていく18。

以下では、まず、代表的な企業成長の理論である、Penrose (1959) の議論と企

業理論の概要を記述する。続いて、スタートアップ企業を中心とする企業成長

に関する議論を整理する19。 
 

                                                                                                                              
小企業の経営課題に関するアンケート（2015 年）」がある。その中に、「今後 3～5 年先

の貴社の展望」という設問がある。その回答をみると、「拡大」を選択する企業は 35.5％
となっている。 
17 言うまでもないが、企業によって成長に対する志向の強さは異なる。なお、企業の成

長に対する態度の決定要因については、Wiklund et al. (2003) は、金銭的理由よりも、

従業員の業務量や職場の環境が影響を与えるという分析結果を提示している。 
18 こうした指標にもとづいて成長理論を検討することについての限界も指摘されている。

たとえば、McKelvie and Wiklund (2010) は、過去の研究が、「その程度企業が成長した

か」という問いを中心に研究してきたことに疑問を呈している。また、Penrose (1959) が
企業の成長を論じた際に、内部的成長  (expansion without merger) と外部的成長 
(expansion through acquisition and merger) に分けて議論を展開し、その後の研究者も

この 2 つの区分で研究を行ってきたことも批判している。近年、企業が多用するフラン

チャイズ、ライセンス、戦略的提携などは、そのいずれの方式にも属していないハイブ

リッドな形態 (hybrid mode) であり、こうした形態が急増しているからである。そこで、

「どの程度企業が成長したか」という問いではなく、「いかに企業は成長するか」という

問いに、企業成長の理論の焦点を当てるべきであるという議論を展開している。 
19 スタートアップ企業と大企業では、直面する課題はかなり異なっているものの、企業

の業績に関する研究における、業績の決定要因は大企業とスタートアップ企業で共通し

ているという主張もある (Chrisman et al, 1998)。したがって、スタートアップ企業の業

績に関する理論は、経営戦略論の特殊ケースという見方もできる。 
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お考えですか」という設問があり、「1．拡大したい」、「2．現状程度でよい」、
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度調査では、上場会社のうち時価総額で上位 1,200 社（実際のアンケート送付

企業は 1,074 社、回答企業は 589 社）を対象に調査を行っている。この調査で

は、「株式価値向上に向け、経営目標として重視している具体的指標を全てお答

え下さい。（複数選択可）」という問いがあり、18 個の経営目標に関する選択肢

が示されている。その中で、「売上高・売上高の伸び率」という選択肢を 50.9％

の企業が回答している。「利益・利益の伸び率」については 61.0％の企業が回

答している。この結果から、過半数の大企業は、売上高や利益を増やすという

成長を志向した経営を行っていることが分かる15。 

これらの結果をみると、スタートアップ企業と、その対極に位置する時価総

額の上位企業のいずれについても、成長を実現することが企業経営にとって重

要な意味を持つことが明らかとなった16。企業は規模の大小を問わず、強い成

                                                           
15興味深いのは、同様の質問を 159 社の機関投資家にも行っているが（回答企業は 86 社）、

「売上高・売上高の伸び率」、「利益・利益の伸び率」を挙げる企業は、それぞれ 20.9％、

38.4%にとどまっていることである。また、ROE については、企業では重視するという

回答が 59.1％であるのに対し、機関投資家では 90.8％に上る。この結果から、有力なス

テークホルダーである機関投資家よりも、企業の経営陣のほうが強い成長志向を示して

いることが分かる。 
16 業歴を問わない中小企業全体に関する調査としては、たとえば、東京商工会議所の「中

長志向を有していることが判明したのであれば17、企業の成長を決定する要因

に関心が持たれることとなる。 

 
3.2．企業成長の理論 

 企業の成長を考える場合、企業の成長を何によって計測するかが問題となる 

(Gilbert, 2006)。企業の成長は、売上、利益、従業者数、市場シェアなど様々

な指標が存在するからである (Murphy et al., 1996)。ただ、先行研究の多くは、

これまで売上高や従業者数などが用いて分析を行っている。そこで、本稿では、

売上高や従業者数で企業の成長が計測できると想定し、議論を進めていく18。

以下では、まず、代表的な企業成長の理論である、Penrose (1959) の議論と企

業理論の概要を記述する。続いて、スタートアップ企業を中心とする企業成長

に関する議論を整理する19。 
 

                                                                                                                              
小企業の経営課題に関するアンケート（2015 年）」がある。その中に、「今後 3～5 年先

の貴社の展望」という設問がある。その回答をみると、「拡大」を選択する企業は 35.5％
となっている。 
17 言うまでもないが、企業によって成長に対する志向の強さは異なる。なお、企業の成

長に対する態度の決定要因については、Wiklund et al. (2003) は、金銭的理由よりも、

従業員の業務量や職場の環境が影響を与えるという分析結果を提示している。 
18 こうした指標にもとづいて成長理論を検討することについての限界も指摘されている。

たとえば、McKelvie and Wiklund (2010) は、過去の研究が、「その程度企業が成長した

か」という問いを中心に研究してきたことに疑問を呈している。また、Penrose (1959) が
企業の成長を論じた際に、内部的成長  (expansion without merger) と外部的成長 
(expansion through acquisition and merger) に分けて議論を展開し、その後の研究者も

この 2 つの区分で研究を行ってきたことも批判している。近年、企業が多用するフラン

チャイズ、ライセンス、戦略的提携などは、そのいずれの方式にも属していないハイブ

リッドな形態 (hybrid mode) であり、こうした形態が急増しているからである。そこで、

「どの程度企業が成長したか」という問いではなく、「いかに企業は成長するか」という

問いに、企業成長の理論の焦点を当てるべきであるという議論を展開している。 
19 スタートアップ企業と大企業では、直面する課題はかなり異なっているものの、企業

の業績に関する研究における、業績の決定要因は大企業とスタートアップ企業で共通し

ているという主張もある (Chrisman et al, 1998)。したがって、スタートアップ企業の業

績に関する理論は、経営戦略論の特殊ケースという見方もできる。 
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(1)Penrose の議論と企業理論 

Penrose (1959)では、企業の成長を M&A を利用しない内部的成長（有機的

成長）と M&A を利用する外部的成長に分けて議論が行われる。まず、M&A

を利用しない内部的成長についてみると、Penrose (1959) は、企業の管理職と

いう人的資源に着目する。日々の企業の中での活動によって、従業員は企業の

外部では獲得できない知識（企業特殊的知識）を蓄積していくからである。企

業が成長を目指して行動しようとした場合、社内に十分な管理能力を有する人

材がいないならば、成長を目指した行動を起こす際に、組織の効果的な管理に

不可欠な組織管理のサービスが欠乏してしまう。成長に必要なサービスの枯渇

は、企業の成長にとって大きな制約要因となる。換言すると、社内での経験が

ベースとなる人的資源の増加スピードを上回るペースで組織が拡大するならば、

組織運営の効率性は低下し、組織の成長はいずれ限界に達する。Penrose (1959) 

は、企業内の人的資源による知識の蓄積というダイナミックなプロセスを考慮

することによって、成長の制約条件を特定し、企業の成長に違いに関する理論

を提示した。 

また、Penrose (1959) は、不確実性とリスクにも注目する。成長には設備投

資や研究開発などが必要であり、多額の設備投資の実行などには不確実性とリ

スクが伴う。こうした不確実性やリスクは、一般的には企業の成長を制約する

と考えられる。しかし、Penrose (1959)は、経営者の行動によって不確実性を

削減することが可能という立場をとる。ただし、不確実性を削減するには、経

営者が有する資源を使用する必要があるため、不確実性の削減は経営者の資源

の量によって制限を受けると考える20。この点はリスクも同様である。仮に、

不確実性やリスクを感じたとしても、それを制御もしくは回避しつつ、新たな

成長機会を探るのが企業家精神に溢れた経営者と位置づける。この視点は、大

変興味深い点である。企業にとって、不確実性やリスクを所与とするのではな

                                                           
20 多角化、垂直統合、短期的で柔軟な施策、子会社の設立と子会社による資金調達など

によって、不確実性やリスクを削減できることなどが挙げられる。 

く、企業が不確実性やリスクを一定程度制御できると考える点は、企業が組織

構造や他の企業とのネットワークなどを構築する際のポイントになると思われ

る。以上の議論から、Penrose (1959)の視点から企業の内部的成長をみると、

経営者という経営資源が成長にとって極めて重要な役割を果たし、企業の成長

を決定づける要素となる。 

ここでの視点は、その後の能力や知識をベースに企業を考える企業理論や経

営戦略論につながっている。企業の事業領域は自社の能力や知識によって決定

されると考える企業理論に依拠するならば、ヒトを中心とする経営資源をいか

に蓄積できるかが企業の成長を決めることになる。こうしたことから、資源ベー

ス理論や知識ベース理論では、Penrose (1959) を引用することが多い。 

次に、M&A による外部的成長については、Penrose (1959) は、内部的成長

に比べ成長のスピードが速まる効果を指摘する。これは、M&A が他の企業も

しくは企業の一部を取得する方法であることを考えると自明のように見える。

しかし、M&A によって成長を追求する場合、M&A 後の効果的なマネジメント

なくしては、M&A は失敗に帰することとなる21。実際、M&A を成功させるこ

とは難しく、M&A 実施後の組織の統合作業の重要性が指摘されることが多い 

(Capron and Mitchell, 2012)。こうしたことから、Penrose (1959) は、M&A

後の効果的な統合作業を含めたマネジメントの分析を行い、外部的成長を遂げ

るための究極的な要因が経営者の能力であることを主張する。 

その後の企業理論では、明示的に成長を議論することは少ない。むしろ、企

業の規模が際限なく拡大することが現実には存在しないことを踏まえ、「企業の

境界」がいかに決定されるかという視点から議論を展開することが多い。そこ

では、取引費用理論と知識ベース理論によって「企業の境界」の決定が分析さ

れる。しかし、そこでの議論の中心は、特定の事業（取引）を対象に、その事

業を自社で行うか他社に任せるかという選択の意思決定を分析することが中心

                                                           
21 M&A 後に赤字が続くならば事業の売却などを余儀なくされることなどから、企業の

成長は止まり、場合によっては衰退・消滅する。 
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(1)Penrose の議論と企業理論 

Penrose (1959)では、企業の成長を M&A を利用しない内部的成長（有機的

成長）と M&A を利用する外部的成長に分けて議論が行われる。まず、M&A

を利用しない内部的成長についてみると、Penrose (1959) は、企業の管理職と

いう人的資源に着目する。日々の企業の中での活動によって、従業員は企業の

外部では獲得できない知識（企業特殊的知識）を蓄積していくからである。企

業が成長を目指して行動しようとした場合、社内に十分な管理能力を有する人

材がいないならば、成長を目指した行動を起こす際に、組織の効果的な管理に

不可欠な組織管理のサービスが欠乏してしまう。成長に必要なサービスの枯渇

は、企業の成長にとって大きな制約要因となる。換言すると、社内での経験が

ベースとなる人的資源の増加スピードを上回るペースで組織が拡大するならば、

組織運営の効率性は低下し、組織の成長はいずれ限界に達する。Penrose (1959) 

は、企業内の人的資源による知識の蓄積というダイナミックなプロセスを考慮

することによって、成長の制約条件を特定し、企業の成長に違いに関する理論

を提示した。 

また、Penrose (1959) は、不確実性とリスクにも注目する。成長には設備投

資や研究開発などが必要であり、多額の設備投資の実行などには不確実性とリ

スクが伴う。こうした不確実性やリスクは、一般的には企業の成長を制約する

と考えられる。しかし、Penrose (1959)は、経営者の行動によって不確実性を

削減することが可能という立場をとる。ただし、不確実性を削減するには、経

営者が有する資源を使用する必要があるため、不確実性の削減は経営者の資源

の量によって制限を受けると考える20。この点はリスクも同様である。仮に、

不確実性やリスクを感じたとしても、それを制御もしくは回避しつつ、新たな

成長機会を探るのが企業家精神に溢れた経営者と位置づける。この視点は、大

変興味深い点である。企業にとって、不確実性やリスクを所与とするのではな

                                                           
20 多角化、垂直統合、短期的で柔軟な施策、子会社の設立と子会社による資金調達など

によって、不確実性やリスクを削減できることなどが挙げられる。 

く、企業が不確実性やリスクを一定程度制御できると考える点は、企業が組織

構造や他の企業とのネットワークなどを構築する際のポイントになると思われ

る。以上の議論から、Penrose (1959)の視点から企業の内部的成長をみると、

経営者という経営資源が成長にとって極めて重要な役割を果たし、企業の成長

を決定づける要素となる。 

ここでの視点は、その後の能力や知識をベースに企業を考える企業理論や経

営戦略論につながっている。企業の事業領域は自社の能力や知識によって決定

されると考える企業理論に依拠するならば、ヒトを中心とする経営資源をいか

に蓄積できるかが企業の成長を決めることになる。こうしたことから、資源ベー

ス理論や知識ベース理論では、Penrose (1959) を引用することが多い。 

次に、M&A による外部的成長については、Penrose (1959) は、内部的成長

に比べ成長のスピードが速まる効果を指摘する。これは、M&A が他の企業も

しくは企業の一部を取得する方法であることを考えると自明のように見える。

しかし、M&A によって成長を追求する場合、M&A 後の効果的なマネジメント

なくしては、M&A は失敗に帰することとなる21。実際、M&A を成功させるこ

とは難しく、M&A 実施後の組織の統合作業の重要性が指摘されることが多い 

(Capron and Mitchell, 2012)。こうしたことから、Penrose (1959) は、M&A

後の効果的な統合作業を含めたマネジメントの分析を行い、外部的成長を遂げ

るための究極的な要因が経営者の能力であることを主張する。 

その後の企業理論では、明示的に成長を議論することは少ない。むしろ、企

業の規模が際限なく拡大することが現実には存在しないことを踏まえ、「企業の

境界」がいかに決定されるかという視点から議論を展開することが多い。そこ

では、取引費用理論と知識ベース理論によって「企業の境界」の決定が分析さ

れる。しかし、そこでの議論の中心は、特定の事業（取引）を対象に、その事

業を自社で行うか他社に任せるかという選択の意思決定を分析することが中心

                                                           
21 M&A 後に赤字が続くならば事業の売却などを余儀なくされることなどから、企業の

成長は止まり、場合によっては衰退・消滅する。 
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である。したがって、企業理論から導き出すことのできる企業成長の主たる要

因は、Penrose (1959) が指摘する経営資源の制約にとどまると判断される。 

 
(2)スタートアップ企業の成長を巡る理論 

Penrose (1959)の議論は、主として経営者という経営資源の制約が企業の成

長を左右するというものであり、経済学の視点からの分析であった。しかし、

企業の成長を決定する要因については、その他にも多くの理論がある。なお、

Penrose (1959)の議論は、あらゆる規模の企業に適用可能であるが、企業の成

長に関する分析では、スタートアップ企業を念頭にした議論も多い。したがっ

て、以下では、スタートアップ企業にのみに該当する理論を含めて議論する。 

(a)個人的資質 

まず、経営者の個人的資質に着目する議論がある。たとえば、McClelland 

(1965)は、大学卒業から 10 数年後の学生の職業を分析し、大学時代に計測され

た達成欲求のスコアが高かった学生ほど起業家となっていることを明らかにし

た22。また、中小企業の経営者の中で、創業者と非創業者との間では、達成欲

求、リスク･テイクの傾向、曖昧さの許容といった特性に違いがあるという研究

も存在する (Begley and Boyd, 1987)23。しかし、企業の成長に与える個人の特

性（パーソナリティ）については、直接的な効果が計測されないことも多く、

現時点では、企業成長に対して個人的特性が与える直接的な影響は小さいと考

えられている (Baum et al., 2001)。Baum et al. (2001) は、個人的特性が影響

を与えない理由について、(1)個人的特性が重要ではない、(2) 個人的特性は独

立的に機能するわけではない（他の要因と結びついた時に機能する）、(3)誤っ

た個人的特性が分析に用いられている、という 3 つの可能性を検討するために

                                                           
22 スタートアップ企業の場合、存続していること自体が一定の成長を遂げた証であり、

存続と成長はほぼ同義と考えることができる。 
23 Begley and Boyd (1987) は、5 年間の売上高の伸び率といった企業の財務指標と個人

特性の関連性も分析している。しかし、個人特性とこれらの指標との間には有意な関連

がほとんど存在しないことが明らかとなっている。 

実証的な分析を加えた。それによると、個人的特性が企業成長に直接的な影響

のみを与えるというモデルでは個人的特性の影響は観測されなかった。しかし、

個人的特性と企業成長の間に、個人の能力、動機づけ、企業の戦略などの変数

を介在させると、個人的特性がそれらの媒介変数に有意な影響を与えることが

明らかとなった。より具体的に述べると、(1) 個人的特性は個人の一般的な行

動や思考の傾向を示す概念であるため、企業の成長に直接的に大きな影響を与

えることはできない、(2) しかし、企業の成長に対して直接的な影響を与える

個人の能力や動機づけといった要因に対しては有意な影響を与える、というこ

とを意味している。つまり、個人的特性は、企業の成長に対し間接的には影響

を与える。この結果は、分析対象を拡大させた研究である Baum and Locke 

(2004) でも確認されている。 

スタートアップ企業の分析で検討される個人的要因には、パーソナリティの

他に、学歴、業界での職務経験、起業経験などがあるが、これらについては、

企業の成長に直接的な影響を与えることが確認されている (Gilbert et al., 

2006)。 

また、企業が複数の人から構成されるチームによって設立された場合、創業

者の経歴が重要なことも知られている。Eisenhardt and Schoonhoven (1990) 

は、創業時のチームが企業の成長に与える影響を分析している。そこでは、(1)

創業の少なくとも半年以上前に一緒に働いた経験、(2)チームのメンバーの人数、

(3)産業（半導体産業）における経験年数のバラツキ、というチームを特徴づけ

る 3 つの変数が取り上げられている。分析結果によると、大きなチームで、共

に働いた経験があり、経験年数のバラツキが大きいほど、企業が成長すること

が明らかとなっている。 

これらの一連の研究で明らかとなった、「スタートアップ企業では、創業者を

中心とする経営陣の特性が少なからぬ影響を与える」という結論は、直感的に

も納得感のある結果と言える。 
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である。したがって、企業理論から導き出すことのできる企業成長の主たる要

因は、Penrose (1959) が指摘する経営資源の制約にとどまると判断される。 

 
(2)スタートアップ企業の成長を巡る理論 

Penrose (1959)の議論は、主として経営者という経営資源の制約が企業の成

長を左右するというものであり、経済学の視点からの分析であった。しかし、

企業の成長を決定する要因については、その他にも多くの理論がある。なお、

Penrose (1959)の議論は、あらゆる規模の企業に適用可能であるが、企業の成

長に関する分析では、スタートアップ企業を念頭にした議論も多い。したがっ

て、以下では、スタートアップ企業にのみに該当する理論を含めて議論する。 

(a)個人的資質 

まず、経営者の個人的資質に着目する議論がある。たとえば、McClelland 

(1965)は、大学卒業から 10 数年後の学生の職業を分析し、大学時代に計測され

た達成欲求のスコアが高かった学生ほど起業家となっていることを明らかにし

た22。また、中小企業の経営者の中で、創業者と非創業者との間では、達成欲

求、リスク･テイクの傾向、曖昧さの許容といった特性に違いがあるという研究

も存在する (Begley and Boyd, 1987)23。しかし、企業の成長に与える個人の特

性（パーソナリティ）については、直接的な効果が計測されないことも多く、

現時点では、企業成長に対して個人的特性が与える直接的な影響は小さいと考

えられている (Baum et al., 2001)。Baum et al. (2001) は、個人的特性が影響

を与えない理由について、(1)個人的特性が重要ではない、(2) 個人的特性は独

立的に機能するわけではない（他の要因と結びついた時に機能する）、(3)誤っ

た個人的特性が分析に用いられている、という 3 つの可能性を検討するために

                                                           
22 スタートアップ企業の場合、存続していること自体が一定の成長を遂げた証であり、

存続と成長はほぼ同義と考えることができる。 
23 Begley and Boyd (1987) は、5 年間の売上高の伸び率といった企業の財務指標と個人

特性の関連性も分析している。しかし、個人特性とこれらの指標との間には有意な関連

がほとんど存在しないことが明らかとなっている。 

実証的な分析を加えた。それによると、個人的特性が企業成長に直接的な影響

のみを与えるというモデルでは個人的特性の影響は観測されなかった。しかし、

個人的特性と企業成長の間に、個人の能力、動機づけ、企業の戦略などの変数

を介在させると、個人的特性がそれらの媒介変数に有意な影響を与えることが

明らかとなった。より具体的に述べると、(1) 個人的特性は個人の一般的な行

動や思考の傾向を示す概念であるため、企業の成長に直接的に大きな影響を与

えることはできない、(2) しかし、企業の成長に対して直接的な影響を与える

個人の能力や動機づけといった要因に対しては有意な影響を与える、というこ

とを意味している。つまり、個人的特性は、企業の成長に対し間接的には影響

を与える。この結果は、分析対象を拡大させた研究である Baum and Locke 

(2004) でも確認されている。 

スタートアップ企業の分析で検討される個人的要因には、パーソナリティの

他に、学歴、業界での職務経験、起業経験などがあるが、これらについては、

企業の成長に直接的な影響を与えることが確認されている (Gilbert et al., 

2006)。 

また、企業が複数の人から構成されるチームによって設立された場合、創業

者の経歴が重要なことも知られている。Eisenhardt and Schoonhoven (1990) 

は、創業時のチームが企業の成長に与える影響を分析している。そこでは、(1)

創業の少なくとも半年以上前に一緒に働いた経験、(2)チームのメンバーの人数、

(3)産業（半導体産業）における経験年数のバラツキ、というチームを特徴づけ

る 3 つの変数が取り上げられている。分析結果によると、大きなチームで、共

に働いた経験があり、経験年数のバラツキが大きいほど、企業が成長すること

が明らかとなっている。 

これらの一連の研究で明らかとなった、「スタートアップ企業では、創業者を

中心とする経営陣の特性が少なからぬ影響を与える」という結論は、直感的に

も納得感のある結果と言える。 
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 (b)経営資源 

 第 1 節で述べたように、大企業にあっては経営資源の違いが企業の業績格差

を生み出す最大の要因であることが確認されている。スタートアップ企業にと

っても経営資源は成長を左右することは疑いないため、多くの研究が行われて

いる。経営資源には様々なものがあるが、スタートアップ企業で不足している

経営資源としては人的資源と財務的資源が最も重要な経営資源であり、この 2

つに関する研究が多い。 

  このうち、人材については、スタートアップ時の企業家の能力などを対象と

した研究が多く (Chandler and Hanks, 1994; Cooper et al., 1994)、一定程度

の規模に達した場合の企業全体の人的資源についての影響についてはほとんど

研究されていない。これは、企業全体の従業員の人的資源の評価が難しいこと

が影響していると考えられる。企業家の人的資源の内容については、学歴や関

連業界の経験などが成長にプラスの影響を与えることなどが確認されているが 

(Cooper et al., 1994; Baum and Locke, 2004)、先の個人的資質で記述した内容

と重複するのでこれ以上の記述を省略する。 

 財務的資源については、創業時の投下資金が成長に与える影響を分析する研

究が中心である。それによると、投下資金が大きいほど成長率が高いことが明

らかとなっている (Cooper et al, 1994; Lee et at., 2001)。そこでは、投下資金

が多いほど、(1)企業家が目的を達成するための時間的余裕が生まれる、(2)戦略

を変更することも可能になる、といった理由により、事業の成功確率が高まる

ことなどが指摘されている。また、多額の投下資金を集めることができたとい

うことは、資金の提供者が当該事業に大きな魅力や可能性を感じたことを意味

しているという見方もある。この見解に従うならば、財務的資源が直接的に事

業の成功に影響を与えたのではなく、事業の内容自体の良さが財務的資源を増

やし、その結果、事業の成功につながったという因果関係になる24。 

                                                           
24 この場合であっても、財務的資源の充実という要因が、事業の成功につながる影響を

与えたという可能性は依然として残る。 

 人的資源と財務的資源の影響をみたが、いずれについても資源が豊富なほど、

企業の成長につながることが明らかとなっている。これは、企業が、企業間の

競争の中で、常に淘汰の圧力に晒されていることを踏まえると、豊富な資源を

有する企業ほど成長するのは当然の結果と言える。 

 
(3)企業成長の理論に関する評価 

 企業の成長に関する理論については、Penrose (1959) の先駆的研究が存在す

るわけだが、その後は、企業成長に関する研究は多いものの、首尾一貫した 

(coherent) 理論として分類するのが不可能というのが現時点の大方の評価で

ある (Macpherson and Holt, 2007; McKelvie and Wiklund, 2010)。また、実

証分析的にも、首尾一貫した影響を与える変数を見出すのは難しいという見解

もある (Shepherd and Wiklund, 2009)。こうした点を踏まえ、McKelvie and 

Wiklund (2010) は、企業成長に関する研究を検討する中で、(1)時間の経過と

ともに企業の法的形態や地位（親会社や子会社など）が変化するという、「分析

単位」としての問題、(2)成長を追求する場合の「成長の形態の違い」の問題、

(3)成長段階によって異なる「成長率」の問題、(4)成長を計測するための「指標」

の問題、(5)企業が成長したいという「希望」の違いという問題が、企業成長の

研究に存在していることが、企業成長の理論の発展を妨げてきたと論じている。

そこで、McKelvie and Wiklund (2010)は、成長の量ではなく、まず成長の形

態に関する分析を充実させることが、企業成長の理論の発展につながると述べ

ている。 

 確かに、McKelvie and Wiklund (2010)が主張するように、企業の成長は内

部的成長か M&A を利用した外部的成長かといった形態の違いによって、成長

のプロセスには大きな相違が生じるだろう25。しかし、企業は、内部的成長、

外部的成長、あるいはその中間形態に絞って企業成長戦略を行っているわけで

                                                           
25 McKelvie and Wiklund (2010)は、内部的成長と外部的成長の中間的形態が増えてい

ることも指摘している。 
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 (b)経営資源 

 第 1 節で述べたように、大企業にあっては経営資源の違いが企業の業績格差

を生み出す最大の要因であることが確認されている。スタートアップ企業にと

っても経営資源は成長を左右することは疑いないため、多くの研究が行われて

いる。経営資源には様々なものがあるが、スタートアップ企業で不足している

経営資源としては人的資源と財務的資源が最も重要な経営資源であり、この 2

つに関する研究が多い。 

  このうち、人材については、スタートアップ時の企業家の能力などを対象と

した研究が多く (Chandler and Hanks, 1994; Cooper et al., 1994)、一定程度

の規模に達した場合の企業全体の人的資源についての影響についてはほとんど

研究されていない。これは、企業全体の従業員の人的資源の評価が難しいこと

が影響していると考えられる。企業家の人的資源の内容については、学歴や関

連業界の経験などが成長にプラスの影響を与えることなどが確認されているが 

(Cooper et al., 1994; Baum and Locke, 2004)、先の個人的資質で記述した内容

と重複するのでこれ以上の記述を省略する。 

 財務的資源については、創業時の投下資金が成長に与える影響を分析する研

究が中心である。それによると、投下資金が大きいほど成長率が高いことが明

らかとなっている (Cooper et al, 1994; Lee et at., 2001)。そこでは、投下資金

が多いほど、(1)企業家が目的を達成するための時間的余裕が生まれる、(2)戦略

を変更することも可能になる、といった理由により、事業の成功確率が高まる

ことなどが指摘されている。また、多額の投下資金を集めることができたとい

うことは、資金の提供者が当該事業に大きな魅力や可能性を感じたことを意味

しているという見方もある。この見解に従うならば、財務的資源が直接的に事

業の成功に影響を与えたのではなく、事業の内容自体の良さが財務的資源を増

やし、その結果、事業の成功につながったという因果関係になる24。 

                                                           
24 この場合であっても、財務的資源の充実という要因が、事業の成功につながる影響を

与えたという可能性は依然として残る。 

 人的資源と財務的資源の影響をみたが、いずれについても資源が豊富なほど、

企業の成長につながることが明らかとなっている。これは、企業が、企業間の

競争の中で、常に淘汰の圧力に晒されていることを踏まえると、豊富な資源を

有する企業ほど成長するのは当然の結果と言える。 

 
(3)企業成長の理論に関する評価 

 企業の成長に関する理論については、Penrose (1959) の先駆的研究が存在す

るわけだが、その後は、企業成長に関する研究は多いものの、首尾一貫した 

(coherent) 理論として分類するのが不可能というのが現時点の大方の評価で

ある (Macpherson and Holt, 2007; McKelvie and Wiklund, 2010)。また、実

証分析的にも、首尾一貫した影響を与える変数を見出すのは難しいという見解

もある (Shepherd and Wiklund, 2009)。こうした点を踏まえ、McKelvie and 

Wiklund (2010) は、企業成長に関する研究を検討する中で、(1)時間の経過と

ともに企業の法的形態や地位（親会社や子会社など）が変化するという、「分析

単位」としての問題、(2)成長を追求する場合の「成長の形態の違い」の問題、

(3)成長段階によって異なる「成長率」の問題、(4)成長を計測するための「指標」

の問題、(5)企業が成長したいという「希望」の違いという問題が、企業成長の

研究に存在していることが、企業成長の理論の発展を妨げてきたと論じている。

そこで、McKelvie and Wiklund (2010)は、成長の量ではなく、まず成長の形

態に関する分析を充実させることが、企業成長の理論の発展につながると述べ

ている。 

 確かに、McKelvie and Wiklund (2010)が主張するように、企業の成長は内

部的成長か M&A を利用した外部的成長かといった形態の違いによって、成長

のプロセスには大きな相違が生じるだろう25。しかし、企業は、内部的成長、

外部的成長、あるいはその中間形態に絞って企業成長戦略を行っているわけで

                                                           
25 McKelvie and Wiklund (2010)は、内部的成長と外部的成長の中間的形態が増えてい

ることも指摘している。 
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ない。一方で、M&A を実行しながら、一方では内部的成長や戦略的提携の可

能性を探っていることも多い26。したがって、McKelvie and Wiklund (2010)

が指摘するように、成長形態の分析を深めることも重要ではあるが、企業の成

長の程度（量）を分析対象とすることも、引き続き重要な研究テーマになると

思われる。その際には、企業の成長の計測尺度の検討が重要になると考えられ

る27。 

 
4．企業家的志向と企業成長に関する研究 

 
4.1．企業家的志向と企業成長との関係 

 企業成長の理論は、統合的な理論が提示されていない状況にとどまっている

わけであるが、企業の成長に影響を与える要因を実証的に分析する際には、企

業という組織の行動に着目するアプローチが有力である。経営者という個人で

もなく、企業が保有する経営資源でもない、企業の行動に着目するという方法

は、企業家研究で主流のアプローチである (Gartner, 1988)。企業家をパーソ

ナリティという特性で特徴づけることが実証分析的に難しいことから、活動に

目を向けて企業家を把握しようという考え方である28。なお、企業の行動は戦

略などによって左右されるため、戦略面などからのアプローチも考えられるが、

戦略などを決定づける根源的な要因である、意思決定のプロセスに着目するが

有力な分析方法となっている。企業の意思決定プロセスが企業業績に与える影

響を分析するアプローチとしては、第 2 節で述べた企業家的志向を用いること

                                                           
26 McKelvie and Wiklund (2010) が指摘するように、中小企業は内部的成長の志向が強

く、大企業は外部的成長を志向する傾向が強いと思われる。 
27 1980 年から 2004 年までの 25 年間の論文を調べた Combs et al. (2005) の研究による

と、成長を計測する尺度としては、売上が最も多く、利益と市場シェアがそれに続いて

いる。また、この 3 つの指標が全体の 85％を占めている。 
28 パーソナリティ研究の進展などから、近年では個人的特性からのアプローチも再び有

力なものとなっている (Baum et al., 2007)。 

が多くなっている29。そこで、以下では、関連する先行研究の内容を見ていく

こととする。 

 先に述べたように、企業家的志向は、企業の組織としての目的を実現し、ビ

ジョンを維持し、競争優位を築くために、組織の意思決定者が用いる企業家的

な意思決定プロセスである (Rauch et al., 2009)。企業を取り巻く経営環境の変

化が激しい中で、リスクを取り、イノベーションを志向し、先取的に行動する

ことは、一般に企業にとって望ましいことが多いと考えられる。このため、企

業家的志向が強い企業ほど、企業の成長を含む企業業績は良好となるという仮

説が提示される。また、多くの研究では、企業家的志向が企業業績に影響を与

える場合、企業が置かれた状況によって、企業家的志向が与える影響の大きさ

が異なるとして、何らかの調整変数 (moderator) を組み合わせ分析することが

多い。したがって、分析の基本的な枠組みは図 1 のようになる。言うまでもな

いが、企業規模、社歴、属する産業といったコントロール変数も分析には含ま

れる。 
 

図 1 企業家的志向と業績に関する分析枠組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Covin and Lumpkin (2011) によると、2010年までに 256編の論文が発表されており、

そのうちの109編は2008年から2010年までの3年間に発表されているとのことである。 

企業家的志向 企業の成長 

調整変数 
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ない。一方で、M&A を実行しながら、一方では内部的成長や戦略的提携の可

能性を探っていることも多い26。したがって、McKelvie and Wiklund (2010)

が指摘するように、成長形態の分析を深めることも重要ではあるが、企業の成

長の程度（量）を分析対象とすることも、引き続き重要な研究テーマになると

思われる。その際には、企業の成長の計測尺度の検討が重要になると考えられ

る27。 

 
4．企業家的志向と企業成長に関する研究 

 
4.1．企業家的志向と企業成長との関係 

 企業成長の理論は、統合的な理論が提示されていない状況にとどまっている

わけであるが、企業の成長に影響を与える要因を実証的に分析する際には、企

業という組織の行動に着目するアプローチが有力である。経営者という個人で

もなく、企業が保有する経営資源でもない、企業の行動に着目するという方法

は、企業家研究で主流のアプローチである (Gartner, 1988)。企業家をパーソ

ナリティという特性で特徴づけることが実証分析的に難しいことから、活動に

目を向けて企業家を把握しようという考え方である28。なお、企業の行動は戦

略などによって左右されるため、戦略面などからのアプローチも考えられるが、

戦略などを決定づける根源的な要因である、意思決定のプロセスに着目するが

有力な分析方法となっている。企業の意思決定プロセスが企業業績に与える影

響を分析するアプローチとしては、第 2 節で述べた企業家的志向を用いること

                                                           
26 McKelvie and Wiklund (2010) が指摘するように、中小企業は内部的成長の志向が強

く、大企業は外部的成長を志向する傾向が強いと思われる。 
27 1980 年から 2004 年までの 25 年間の論文を調べた Combs et al. (2005) の研究による

と、成長を計測する尺度としては、売上が最も多く、利益と市場シェアがそれに続いて

いる。また、この 3 つの指標が全体の 85％を占めている。 
28 パーソナリティ研究の進展などから、近年では個人的特性からのアプローチも再び有

力なものとなっている (Baum et al., 2007)。 

が多くなっている29。そこで、以下では、関連する先行研究の内容を見ていく

こととする。 

 先に述べたように、企業家的志向は、企業の組織としての目的を実現し、ビ

ジョンを維持し、競争優位を築くために、組織の意思決定者が用いる企業家的

な意思決定プロセスである (Rauch et al., 2009)。企業を取り巻く経営環境の変

化が激しい中で、リスクを取り、イノベーションを志向し、先取的に行動する

ことは、一般に企業にとって望ましいことが多いと考えられる。このため、企

業家的志向が強い企業ほど、企業の成長を含む企業業績は良好となるという仮

説が提示される。また、多くの研究では、企業家的志向が企業業績に影響を与

える場合、企業が置かれた状況によって、企業家的志向が与える影響の大きさ

が異なるとして、何らかの調整変数 (moderator) を組み合わせ分析することが

多い。したがって、分析の基本的な枠組みは図 1 のようになる。言うまでもな

いが、企業規模、社歴、属する産業といったコントロール変数も分析には含ま

れる。 
 

図 1 企業家的志向と業績に関する分析枠組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Covin and Lumpkin (2011) によると、2010年までに 256編の論文が発表されており、

そのうちの109編は2008年から2010年までの3年間に発表されているとのことである。 

企業家的志向 企業の成長 

調整変数 
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4.2．実証分析の結果 

 実証研究の結果をみると、企業家的志向と企業業績に強いプラスの相関がみ

られる研究が存在する一方で、弱いプラスの相関しか見られないケースや有意

な関係が確認できないケースも多いとされる(Rauch et al., 2009)。以下では、

企業家的志向と企業業績に関するいくつかの実証研究を紹介する。なお、先に

述べたように、企業家的志向と企業業績との関係を分析した論文は、図 1 に示

したように、何らかの調整変数を介在させて、企業家的志向の効果を検証する

スタイルが多い30。 

 まず、Covin et al. (1994) は、多角化していない先端技術を用いた製造業 330

社を対象に、企業家的志向や組織構造などが企業業績に与える影響を、戦略的

ミッション31を調整変数として用いた分析を行っている。企業家的志向のメイ

ン効果の結果は掲載されていないので不明だが、企業家的志向と戦略ミッショ

ンの交差項は統計的に有意な影響を与えていないことが明らかとなっている。

なお、企業業績には、売上高の成長率を含んだ財務指標を中心とした複合的な

指標を用いている。 

次に、Covin et al (2006) がある。この論文は、 (1)意思決定の際の合意形成

のスタイル（参加的か独裁的か）、(2)戦略形成の形態（創発的か計画的か）、(3)

失敗からの学習能力、という意思決定のプロセスを調整変数として分析を行っ

ている。対象は、従業員が 50 人以上の製造業 418 社である。企業成長は、過

去 3 年間の売上高の変化率を用いている32。分析結果では、調整変数を説明変

数に加えると、企業家的志向のメイン効果は消滅したが、意思決定プロセスの

調整変数との交差項については、有意な影響が観測されている。 

                                                           
30 調整変数ではなく媒介変数を介在させることも多い。調整変数と媒介変数を同時にモ

デルに投入することは可能だが、筆者は、現時点では、その方法を用いた実証研究を確

認できていない。 
31 戦略的ミッションの内容は、成長・拡大 (build)、維持 (hold)、縮小･撤退 (harvest) と
いう 3 種類の事業の方向性に関するものである。 
32 厳密には、産業による違いを考慮し、産業全体の売上高の変化率の平均を控除した相

対的な売上高の変化率を用いている。 

第 3 の研究は、Keh et al (2007) の論文である。この研究では、売上高の変

化率や利益率などによって企業業績を計測し、企業家的志向とマーケティング

情報の収集・活用が与える影響を分析している。従業員が 100 名未満の中小企

業 294 社を分析対象としている。この論文は、マーケティング情報の収集と活

用については、調整変数ではなく媒介変数として用いている。構造方程式モデ

ルを推定した結果をみると、(1)企業家的志向が企業業績に対して直接的な影響

を与える、(2)企業家的志向が情報収集と情報活用を経由して企業業績に間接的

な影響を与える、といったことが明らかとなっている。 

第 4 の研究としては、Moreno and Casillas (2008) がある。この論文は、企

業家的志向が、企業の成長に与える影響を分析した研究である。具体的には、

企業家的志向の直接的効果に加え、企業家的志向と企業成長の間に戦略の形態

を介在させて、間接的な効果も考慮した構造方程式モデルを推定している。対

象は、売上高が 600 万ユーロ未満の中小企業 434 社である。分析結果からは、

企業家的志向の企業成長に対する有意な直接的効果は観測されなかったが、戦

略を媒介した間接的効果は観測されている。  

第 5 の研究は、Engelen et al. (2015) であり、この論文では変革型リーダー

シップ行動を調整変数として用いた分析を行っている。変革型リーダーシップ

として、(1)ビジョンの提示、(2)ロール・モデルの提示、(3)グループとして受

容される合意の形成、(4)部下に対する高い期待、(5)部下に対する支援的行動、

(6)知的な刺激の提供、という 6 種類の活動を取り上げている。分析は、文化や

経済発展段階が異なる 6 カ国の 790 の中小企業に対して行っている。企業の業

績は、売上高の成長や新規顧客の獲得などの市場での有効性  (market 

effectiveness)に加え、利益率などの財務的な成果と顧客満足などを総合した指

標を作成している。分析結果をみると、企業家的志向のメイン効果が観測され

ると同時に、「ビジョンの提示」、「ロール･モデルの提示」、「部下に対する高い

期待」、「部下に対する支援的行動」という 4 種類の変革型リーダーシップの行

動が、企業家的志向が企業業績に与えるプラス効果を高めるという相乗効果を

有することを明らかにしている。 
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4.2．実証分析の結果 

 実証研究の結果をみると、企業家的志向と企業業績に強いプラスの相関がみ

られる研究が存在する一方で、弱いプラスの相関しか見られないケースや有意

な関係が確認できないケースも多いとされる(Rauch et al., 2009)。以下では、

企業家的志向と企業業績に関するいくつかの実証研究を紹介する。なお、先に

述べたように、企業家的志向と企業業績との関係を分析した論文は、図 1 に示

したように、何らかの調整変数を介在させて、企業家的志向の効果を検証する

スタイルが多い30。 

 まず、Covin et al. (1994) は、多角化していない先端技術を用いた製造業 330

社を対象に、企業家的志向や組織構造などが企業業績に与える影響を、戦略的

ミッション31を調整変数として用いた分析を行っている。企業家的志向のメイ

ン効果の結果は掲載されていないので不明だが、企業家的志向と戦略ミッショ

ンの交差項は統計的に有意な影響を与えていないことが明らかとなっている。

なお、企業業績には、売上高の成長率を含んだ財務指標を中心とした複合的な

指標を用いている。 

次に、Covin et al (2006) がある。この論文は、 (1)意思決定の際の合意形成

のスタイル（参加的か独裁的か）、(2)戦略形成の形態（創発的か計画的か）、(3)

失敗からの学習能力、という意思決定のプロセスを調整変数として分析を行っ

ている。対象は、従業員が 50 人以上の製造業 418 社である。企業成長は、過

去 3 年間の売上高の変化率を用いている32。分析結果では、調整変数を説明変

数に加えると、企業家的志向のメイン効果は消滅したが、意思決定プロセスの

調整変数との交差項については、有意な影響が観測されている。 

                                                           
30 調整変数ではなく媒介変数を介在させることも多い。調整変数と媒介変数を同時にモ

デルに投入することは可能だが、筆者は、現時点では、その方法を用いた実証研究を確

認できていない。 
31 戦略的ミッションの内容は、成長・拡大 (build)、維持 (hold)、縮小･撤退 (harvest) と
いう 3 種類の事業の方向性に関するものである。 
32 厳密には、産業による違いを考慮し、産業全体の売上高の変化率の平均を控除した相

対的な売上高の変化率を用いている。 

第 3 の研究は、Keh et al (2007) の論文である。この研究では、売上高の変

化率や利益率などによって企業業績を計測し、企業家的志向とマーケティング

情報の収集・活用が与える影響を分析している。従業員が 100 名未満の中小企

業 294 社を分析対象としている。この論文は、マーケティング情報の収集と活

用については、調整変数ではなく媒介変数として用いている。構造方程式モデ

ルを推定した結果をみると、(1)企業家的志向が企業業績に対して直接的な影響

を与える、(2)企業家的志向が情報収集と情報活用を経由して企業業績に間接的

な影響を与える、といったことが明らかとなっている。 

第 4 の研究としては、Moreno and Casillas (2008) がある。この論文は、企

業家的志向が、企業の成長に与える影響を分析した研究である。具体的には、

企業家的志向の直接的効果に加え、企業家的志向と企業成長の間に戦略の形態

を介在させて、間接的な効果も考慮した構造方程式モデルを推定している。対

象は、売上高が 600 万ユーロ未満の中小企業 434 社である。分析結果からは、

企業家的志向の企業成長に対する有意な直接的効果は観測されなかったが、戦

略を媒介した間接的効果は観測されている。  

第 5 の研究は、Engelen et al. (2015) であり、この論文では変革型リーダー

シップ行動を調整変数として用いた分析を行っている。変革型リーダーシップ

として、(1)ビジョンの提示、(2)ロール・モデルの提示、(3)グループとして受

容される合意の形成、(4)部下に対する高い期待、(5)部下に対する支援的行動、

(6)知的な刺激の提供、という 6 種類の活動を取り上げている。分析は、文化や

経済発展段階が異なる 6 カ国の 790 の中小企業に対して行っている。企業の業

績は、売上高の成長や新規顧客の獲得などの市場での有効性  (market 

effectiveness)に加え、利益率などの財務的な成果と顧客満足などを総合した指

標を作成している。分析結果をみると、企業家的志向のメイン効果が観測され

ると同時に、「ビジョンの提示」、「ロール･モデルの提示」、「部下に対する高い

期待」、「部下に対する支援的行動」という 4 種類の変革型リーダーシップの行

動が、企業家的志向が企業業績に与えるプラス効果を高めるという相乗効果を

有することを明らかにしている。 
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第 6 の研究としては、Stenholm et al. (2015) がある。この研究は、224 の

ファミリー・ビジネスと 308 の非ファミリー・ビジネスに分析対象を分け、企

業家的志向が企業の成長に与える影響の違いを分析している。企業家的志向の

影響については、リスク･テイク、イノベーション的姿勢、先取的姿勢という 3

つの次元が、それぞれ独立して企業成長に影響を与えるというモデルとなって

いる。また、この研究では、企業家的志向は企業家的な態度を表す構成概念と

捉えられており、企業家的活動 (entrepreneurial activities)として概念化され

る企業家的な活動を媒介変数に組み込んでいる。モデルの推定は構造方程式モ

デルを用いている。分析結果をみると、企業家的志向の企業成長に対する、メ

イン効果および企業家活動を経由する複数の間接効果に関して、ファミリー･

ビジネスと非ファミリー･ビジネスで違いがあることを明らかにしている33。 

このような実証研究の一部をみると、企業家的志向と企業業績との関係を分

析した個々の研究だけからは、必ずしも確固たる関係を主張できないことが分

かる。こうした現状を踏まえ、Rauch et al.(2009) は、51 の実証分析を対象と

したメタ分析を行っている。その結果は次のとおりである。まず、企業家的志

向というグローバルな構成概念と企業業績の関係であるが、相関係数は 0.242

であり、有意なプラスの関係が確認されている。次に、企業家的志向を構成す

る 3 次元の構成概念（リスク・テイク、イノベーション的姿勢、先取的姿勢）

と業績の関係であるが、相関係数は 0.139～0.195 となり、係数の大きさには統

計的に有意な違いはなく、3 つの次元が同程度の影響を与えていることが明ら

かとなっている。第 3 として、企業業績には、財務上の利益、非財務的業績（経

営者の満足度）、成長、利益率などがあるが、いずれの指標についても相関係数

の大きさに有意な差はみられない。本稿で特に関心が高いのは企業の成長であ

るが、相関係数は 0.245 であり、有意なプラスの値となっている。また、企業

家的志向の影響は、大企業や中小企業に比べ零細企業 (micro business) で有

                                                           
33 具体的には、ファミリー・ビジネスには有意な影響を与えるが、非ファミリー・ビジ

ネスには有意な影響を与えないといったケースが見られることを意味する（逆のケース

も観測されている）。 

意に大きいという結果が得られている。 

 個々の研究では、企業家的志向と企業の業績には必ずしも一貫した関係が確

認されないものの、企業家的志向が強い企業ほど業績は良好であるというメタ

分析の結果をみる限り、企業家的志向は成長を含む企業業績にプラスの影響を

与えていると判断される。 

 
5．既存研究の問題点と今後の研究課題 

 
 企業家的志向と企業の成長を含む企業業績との間には、有意なプラスの関係

が存在することが明らかとなったが、理論面および実証面では次のような課題

が残っている。 

 
5.1．企業家的志向と企業業績の関連性 

 企業家的志向という構成概念については、(1)リスク・テイク、(2) イノベー

ション的姿勢、(3) 先取的姿勢、(4)競争的な攻撃性、(5)自律性という次元が提

示され、(1)～(3)の 3 次元もしくは(1)～(5)の 5 次元が、グローバルな企業家的

志向を形成すると想定されている。これらの次元については、企業家の活動が、

事業機会を発見・活用し、事業を創造するという視点に立つならば、これらの

次元には納得感がある。 

 しかし、企業家的志向が企業成長を含む企業の業績に与える影響については

どうであろうか。以下では、企業家的志向を構成する各次元を対象に考えて見

たい。まず、リスク・テイクについてみると、確かにリスクを取るという行動

は、一見すると企業の成長に寄与するように見える。しかし、次のような疑問

が湧く。リスク・テイクが議論される場合、確率分布で示されるような客観的

に計測可能なリスクのみを対象として議論しているのかどうかという疑問であ

る。かりに客観的にリスクが計測できるとの前提で議論しているとすると、計

算が可能だという前提のもとで算出されるリスクの大きな行動を選択する傾向

が強い場合に、リスク・テイクの姿勢が強いということを意味することになる。 
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第 6 の研究としては、Stenholm et al. (2015) がある。この研究は、224 の

ファミリー・ビジネスと 308 の非ファミリー・ビジネスに分析対象を分け、企

業家的志向が企業の成長に与える影響の違いを分析している。企業家的志向の

影響については、リスク･テイク、イノベーション的姿勢、先取的姿勢という 3

つの次元が、それぞれ独立して企業成長に影響を与えるというモデルとなって

いる。また、この研究では、企業家的志向は企業家的な態度を表す構成概念と

捉えられており、企業家的活動 (entrepreneurial activities)として概念化され

る企業家的な活動を媒介変数に組み込んでいる。モデルの推定は構造方程式モ

デルを用いている。分析結果をみると、企業家的志向の企業成長に対する、メ

イン効果および企業家活動を経由する複数の間接効果に関して、ファミリー･

ビジネスと非ファミリー･ビジネスで違いがあることを明らかにしている33。 

このような実証研究の一部をみると、企業家的志向と企業業績との関係を分

析した個々の研究だけからは、必ずしも確固たる関係を主張できないことが分

かる。こうした現状を踏まえ、Rauch et al.(2009) は、51 の実証分析を対象と

したメタ分析を行っている。その結果は次のとおりである。まず、企業家的志

向というグローバルな構成概念と企業業績の関係であるが、相関係数は 0.242

であり、有意なプラスの関係が確認されている。次に、企業家的志向を構成す

る 3 次元の構成概念（リスク・テイク、イノベーション的姿勢、先取的姿勢）

と業績の関係であるが、相関係数は 0.139～0.195 となり、係数の大きさには統

計的に有意な違いはなく、3 つの次元が同程度の影響を与えていることが明ら

かとなっている。第 3 として、企業業績には、財務上の利益、非財務的業績（経

営者の満足度）、成長、利益率などがあるが、いずれの指標についても相関係数

の大きさに有意な差はみられない。本稿で特に関心が高いのは企業の成長であ

るが、相関係数は 0.245 であり、有意なプラスの値となっている。また、企業

家的志向の影響は、大企業や中小企業に比べ零細企業 (micro business) で有

                                                           
33 具体的には、ファミリー・ビジネスには有意な影響を与えるが、非ファミリー・ビジ

ネスには有意な影響を与えないといったケースが見られることを意味する（逆のケース

も観測されている）。 

意に大きいという結果が得られている。 

 個々の研究では、企業家的志向と企業の業績には必ずしも一貫した関係が確

認されないものの、企業家的志向が強い企業ほど業績は良好であるというメタ

分析の結果をみる限り、企業家的志向は成長を含む企業業績にプラスの影響を

与えていると判断される。 

 
5．既存研究の問題点と今後の研究課題 

 
 企業家的志向と企業の成長を含む企業業績との間には、有意なプラスの関係

が存在することが明らかとなったが、理論面および実証面では次のような課題

が残っている。 

 
5.1．企業家的志向と企業業績の関連性 

 企業家的志向という構成概念については、(1)リスク・テイク、(2) イノベー

ション的姿勢、(3) 先取的姿勢、(4)競争的な攻撃性、(5)自律性という次元が提

示され、(1)～(3)の 3 次元もしくは(1)～(5)の 5 次元が、グローバルな企業家的

志向を形成すると想定されている。これらの次元については、企業家の活動が、

事業機会を発見・活用し、事業を創造するという視点に立つならば、これらの

次元には納得感がある。 

 しかし、企業家的志向が企業成長を含む企業の業績に与える影響については

どうであろうか。以下では、企業家的志向を構成する各次元を対象に考えて見

たい。まず、リスク・テイクについてみると、確かにリスクを取るという行動

は、一見すると企業の成長に寄与するように見える。しかし、次のような疑問

が湧く。リスク・テイクが議論される場合、確率分布で示されるような客観的

に計測可能なリスクのみを対象として議論しているのかどうかという疑問であ

る。かりに客観的にリスクが計測できるとの前提で議論しているとすると、計

算が可能だという前提のもとで算出されるリスクの大きな行動を選択する傾向

が強い場合に、リスク・テイクの姿勢が強いということを意味することになる。 
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一方、企業経営における高度で複雑な意思決定の場面を想起すると、客観的

にリスクを算出することは不可能に近いことが多く、上記の議論の妥当性が問

題となる。この場合には、リスク・テイクという姿勢は極めて主観的な判断に

とならざるを得ない。第三者が見るとリスク・テイクしていると思われる行動

が、本人はリスク・テイクしているとは全く認識していないことが十分に起こ

りうる。また、リスク自体が、社会のメンバーの認識の中で形成されるものと

考えるならば、現時点では全くリスクがないと思って行動していることが、後

になって大変大きなリスクを取っていたと認識することもあり得ないわけでは

ない。したがって、表 1～表 3 で計測しているリスク・テイクが、どの程度、

「リスク・テイク」という構成概念を正確に計測しているのかという疑問が残

る。こうした疑問を踏まえると、非常に多様な側面を持つ「リスク」という概

念を再検討した上で、リスク・テイクという構成概念を再考し精緻化する余地

は大いにあると考えられる。 

 第 2 点として、かりに客観的にリスクが計測できるという見解を支持したと

して、大きなリスクを取る行動が果たして企業の成長につながるかという疑問

がある。一般に、大きなリスクを取るということは、リスクを取らない場合に

比べ、リターン（収益率）のバラツキが大きくなるが、平均的には高いリター

ンを伴う選択を行うこととされる。しかし、こうしたリスクとリターンの関係

が生じるのは、金融商品のように情報が広く行き渡り、投資家の裁定行動が存

在する状況でのみ成立する。企業経営での戦略的意思決定のように、非常に企

業固有の要素の多い状況において、果たして先のリスクとリターンの関係が成

立するのか疑問が残る。また、過度にリスクを取ることは、企業を倒産の危機

にさらす可能性を大きくさせるため、リスク・テイクが大きければ大きいほど、

成長にはプラスであるという単純な関係を想定して良いのかという疑問も残る。

この点については、リスク･テイクと企業業績の間の非線形な関係や、企業の置

かれた状況を考慮した分析が必要となる。 

 次に、先取的姿勢という概念が企業の成長に与える影響についても検討が必

要である。第 2 節で述べたように、他社に先んじて行動を起こすことが、常に

企業にとって有利に働くかどうかは不明である。先行者優位が生じるかどうか

は状況に依存するからである。また、リスク・テイクと先取的姿勢以外の概念

についても、先取的姿勢で述べてきたことと同様のことは当てはまると考えら

れる。競争的な攻撃性という姿勢や自律性が、常に企業業績にとって望ましい

かどうかは議論の分かれるところだろう。 

こうした点を踏まえると、企業家的志向という構成概念と企業業績の関係に

ついては、状況依存に関するより精密な分析が必要だと考えられる。 

 
5.2．企業家的志向の本質 

 企業家的志向を構成する各次元の業績への影響が、状況依存的なものとする

ならば、企業家的志向というグローバルな概念の本質が再検討されなくてはな

らない。まず、企業家的志向という「企業の姿勢」とは何かである。Covin and 

Lumpkin (2011)が、こうした点の整理を行っているので、その記述を参考にし

て検討を加えていく。また、Miller (2011) も企業家志向という概念の曖昧さに

懸念を表明しており、企業家的志向を計測する新たな尺度の開発などを求めて

いる。 

 まず、企業家的志向という概念の曖昧さは、企業家的志向と組織文化が区別

できるのかという点がある。組織文化は、一般に「組織のメンバーに共有され

ている価値観、規範、信念、理解」と定義され、組織の新たなメンバーは組織

文化を企業内での活動を通じて学び取るとされる (Hofstede et al., 1990)。価

値観などは組織のメンバーの個人の内面に存在するため他者から観察すること

はできないが、価値観や規範などを反映した振る舞いや会話、逸話や儀式など

は目に見える。このため、組織文化は複数の階層から構成されるという主張が

ある。たとえば、Schein (2010)は、組織文化は、人工物 (artifact)、信奉され

る信条と価値観 (espoused belief and values)、暗黙の前提認識 (assumption)

という 3 つの階層からなるという見解を示している。 

一方、企業家的志向は、先に見たように、「新規参入につながるプロセス、実

践、意思決定に関する活動」(Lumpkin and Dess, 1996) などを意味するわけ
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一方、企業経営における高度で複雑な意思決定の場面を想起すると、客観的

にリスクを算出することは不可能に近いことが多く、上記の議論の妥当性が問

題となる。この場合には、リスク・テイクという姿勢は極めて主観的な判断に

とならざるを得ない。第三者が見るとリスク・テイクしていると思われる行動

が、本人はリスク・テイクしているとは全く認識していないことが十分に起こ

りうる。また、リスク自体が、社会のメンバーの認識の中で形成されるものと

考えるならば、現時点では全くリスクがないと思って行動していることが、後

になって大変大きなリスクを取っていたと認識することもあり得ないわけでは

ない。したがって、表 1～表 3 で計測しているリスク・テイクが、どの程度、

「リスク・テイク」という構成概念を正確に計測しているのかという疑問が残

る。こうした疑問を踏まえると、非常に多様な側面を持つ「リスク」という概

念を再検討した上で、リスク・テイクという構成概念を再考し精緻化する余地

は大いにあると考えられる。 

 第 2 点として、かりに客観的にリスクが計測できるという見解を支持したと

して、大きなリスクを取る行動が果たして企業の成長につながるかという疑問

がある。一般に、大きなリスクを取るということは、リスクを取らない場合に

比べ、リターン（収益率）のバラツキが大きくなるが、平均的には高いリター

ンを伴う選択を行うこととされる。しかし、こうしたリスクとリターンの関係

が生じるのは、金融商品のように情報が広く行き渡り、投資家の裁定行動が存

在する状況でのみ成立する。企業経営での戦略的意思決定のように、非常に企

業固有の要素の多い状況において、果たして先のリスクとリターンの関係が成

立するのか疑問が残る。また、過度にリスクを取ることは、企業を倒産の危機

にさらす可能性を大きくさせるため、リスク・テイクが大きければ大きいほど、

成長にはプラスであるという単純な関係を想定して良いのかという疑問も残る。

この点については、リスク･テイクと企業業績の間の非線形な関係や、企業の置

かれた状況を考慮した分析が必要となる。 

 次に、先取的姿勢という概念が企業の成長に与える影響についても検討が必

要である。第 2 節で述べたように、他社に先んじて行動を起こすことが、常に

企業にとって有利に働くかどうかは不明である。先行者優位が生じるかどうか

は状況に依存するからである。また、リスク・テイクと先取的姿勢以外の概念

についても、先取的姿勢で述べてきたことと同様のことは当てはまると考えら

れる。競争的な攻撃性という姿勢や自律性が、常に企業業績にとって望ましい

かどうかは議論の分かれるところだろう。 

こうした点を踏まえると、企業家的志向という構成概念と企業業績の関係に

ついては、状況依存に関するより精密な分析が必要だと考えられる。 

 
5.2．企業家的志向の本質 

 企業家的志向を構成する各次元の業績への影響が、状況依存的なものとする

ならば、企業家的志向というグローバルな概念の本質が再検討されなくてはな

らない。まず、企業家的志向という「企業の姿勢」とは何かである。Covin and 

Lumpkin (2011)が、こうした点の整理を行っているので、その記述を参考にし

て検討を加えていく。また、Miller (2011) も企業家志向という概念の曖昧さに

懸念を表明しており、企業家的志向を計測する新たな尺度の開発などを求めて

いる。 

 まず、企業家的志向という概念の曖昧さは、企業家的志向と組織文化が区別

できるのかという点がある。組織文化は、一般に「組織のメンバーに共有され

ている価値観、規範、信念、理解」と定義され、組織の新たなメンバーは組織

文化を企業内での活動を通じて学び取るとされる (Hofstede et al., 1990)。価

値観などは組織のメンバーの個人の内面に存在するため他者から観察すること

はできないが、価値観や規範などを反映した振る舞いや会話、逸話や儀式など

は目に見える。このため、組織文化は複数の階層から構成されるという主張が

ある。たとえば、Schein (2010)は、組織文化は、人工物 (artifact)、信奉され

る信条と価値観 (espoused belief and values)、暗黙の前提認識 (assumption)

という 3 つの階層からなるという見解を示している。 

一方、企業家的志向は、先に見たように、「新規参入につながるプロセス、実

践、意思決定に関する活動」(Lumpkin and Dess, 1996) などを意味するわけ
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であるが、この概念が、傾向 (disposition)や態度 (attitude) を意味する概念

なのか、行動 (behavior) を意味する概念なのかが、現時点では明確となって

いない。このような事情から、両者には重複する部分があるため、相互交換的

に使われることも少なくない (Lee et al., 2001; Knight, 1997)。 

 企業家的志向という構成概念の本質が傾向か行動かという点に関しては、研

究者の見解が分かれている。たとえば、Wales et al. (2013) は、組織文化は規

範や価値であるのに対し、企業家的志向は企業家活動に関連する戦略的活動で

あるため、明確に異なった概念であると主張する。しかし、Miller (1983) や

Covin and Slevin (1989) の計測尺度（表 1～表 3）を見ると、リスク・テイク

については態度を計測しているのに対し、イノベーション的姿勢や先取的姿勢

に関する尺度は行動を計測している。したがって、企業家的志向は、態度と行

動が混在した概念とする見解がある (Anderson et al., 2015; Miller, 2011)。具

体的な計測尺度から判断する限り、企業家的志向という構成、概念の性格は後

者の見解が当てはまると考えるのが妥当かと思われる。こうした見解のもとで、

Anderson et al. (2015) は、行動と態度を下位の次元に持つ構成概念として企

業家的志向を再構成したモデルを提唱している34。 

しかし、Covin and Lumpkin (2011) は、リスク･テイクが態度を計測してい

るとしても、それは安定的な行動パターンを生み出すことにつながるため、企

業家的志向が行動を意味する概念であることとは矛盾しないといった主張を展

開している。この主張にはやや無理があると判断されるが、こうした見解が表

明されること自体が、企業家的志向という構成概念の理論的基礎の脆弱性を窺

わせる。 

 また、Covin and Lumpkin (2011)や Miller (2011) は、計測尺度の開発が企

業家研究を前進させると主張する。実際、Miller and Le Breton-Miller (2011) 

は、客観的なデータを計測尺度として用いた分析を行っている。その中で、リ

                                                           
34 企業家的志向の態度と行動に関する構成概念は反射的尺度として計測されているが、

リスクに対する企業家的志向の態度と行動は一致しないため、グローバルな企業家的志

向の構成概念は、態度と行動による形成的尺度とするモデルとなっている。 

スク・テイクについては、過去 5 年間の株価の変化のうち、株式市場全体の変

動以外の要因で生じる株価変動の大きさ (unsystematic risk) でリスク・テイ

クの大きさを計測している。イノベーション的姿勢については総資産に対する

研究開発費の割合、先取的姿勢は利益のうち再投資される割合を用いている。

こうした尺度は客観性では確かに優れているが、果たして企業家的志向という

概念の本質を把握できる尺度となっているかどうかは、検討の余地があるよう

に思われる35。 

 企業家的志向という概念が学界の中で確固たる基盤を未だ固められていない

のは、Covin and Lumpkin (2011)が指摘するように、理論的基礎が脆弱である

ことに起因することは間違いない。この背景には、企業家的志向に関する研究

が、主として Miller (1983) などが開発した計測尺度を用いた実証分析を中心

に発展してきたことが挙げられる。こうした状況を改善するため、たとえば、

Covin and Lumpkin (2011)は、主観主義的な企業論 (subjectivist theory of 

entrepreneurship)、ダイナミック・ケイパビリティ、ドミナント・ロジックな

どの理論的視点を取り入れた研究への取り組みなどを指摘している。しかし、

企業家的志向という概念の理論的基礎を固めるためには、既存の理論の応用で

は限界があると考えられる。換言すると、企業家的志向が、他の概念とは明確

に区別される概念となるためには、既存の理論とは異なる新たな視点からの理

論化が不可欠だと思われる。 

 
6．おわりに 

 
 本稿では、企業の成長に影響を与える要因として注目されている企業家的志

向を対象に、企業家的志向と企業成長の関係を中心に、先行研究の整理と検討

を行った。それによると、近年の企業家活動への関心が高まる中で、企業家的

                                                           
35 この点について、Miller and Le Breton-Miller (2011) は、利用した計測尺度は企業家

活動のプロセス自体を計測したものではなく、企業家活動のプロセスの最終的な結果 
(ultimate manifestation) であると述べている。 
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であるが、この概念が、傾向 (disposition)や態度 (attitude) を意味する概念

なのか、行動 (behavior) を意味する概念なのかが、現時点では明確となって

いない。このような事情から、両者には重複する部分があるため、相互交換的

に使われることも少なくない (Lee et al., 2001; Knight, 1997)。 

 企業家的志向という構成概念の本質が傾向か行動かという点に関しては、研

究者の見解が分かれている。たとえば、Wales et al. (2013) は、組織文化は規

範や価値であるのに対し、企業家的志向は企業家活動に関連する戦略的活動で

あるため、明確に異なった概念であると主張する。しかし、Miller (1983) や

Covin and Slevin (1989) の計測尺度（表 1～表 3）を見ると、リスク・テイク

については態度を計測しているのに対し、イノベーション的姿勢や先取的姿勢

に関する尺度は行動を計測している。したがって、企業家的志向は、態度と行

動が混在した概念とする見解がある (Anderson et al., 2015; Miller, 2011)。具

体的な計測尺度から判断する限り、企業家的志向という構成、概念の性格は後

者の見解が当てはまると考えるのが妥当かと思われる。こうした見解のもとで、

Anderson et al. (2015) は、行動と態度を下位の次元に持つ構成概念として企

業家的志向を再構成したモデルを提唱している34。 

しかし、Covin and Lumpkin (2011) は、リスク･テイクが態度を計測してい

るとしても、それは安定的な行動パターンを生み出すことにつながるため、企

業家的志向が行動を意味する概念であることとは矛盾しないといった主張を展

開している。この主張にはやや無理があると判断されるが、こうした見解が表

明されること自体が、企業家的志向という構成概念の理論的基礎の脆弱性を窺

わせる。 

 また、Covin and Lumpkin (2011)や Miller (2011) は、計測尺度の開発が企

業家研究を前進させると主張する。実際、Miller and Le Breton-Miller (2011) 

は、客観的なデータを計測尺度として用いた分析を行っている。その中で、リ

                                                           
34 企業家的志向の態度と行動に関する構成概念は反射的尺度として計測されているが、

リスクに対する企業家的志向の態度と行動は一致しないため、グローバルな企業家的志

向の構成概念は、態度と行動による形成的尺度とするモデルとなっている。 

スク・テイクについては、過去 5 年間の株価の変化のうち、株式市場全体の変

動以外の要因で生じる株価変動の大きさ (unsystematic risk) でリスク・テイ

クの大きさを計測している。イノベーション的姿勢については総資産に対する

研究開発費の割合、先取的姿勢は利益のうち再投資される割合を用いている。

こうした尺度は客観性では確かに優れているが、果たして企業家的志向という

概念の本質を把握できる尺度となっているかどうかは、検討の余地があるよう

に思われる35。 

 企業家的志向という概念が学界の中で確固たる基盤を未だ固められていない

のは、Covin and Lumpkin (2011)が指摘するように、理論的基礎が脆弱である

ことに起因することは間違いない。この背景には、企業家的志向に関する研究

が、主として Miller (1983) などが開発した計測尺度を用いた実証分析を中心

に発展してきたことが挙げられる。こうした状況を改善するため、たとえば、

Covin and Lumpkin (2011)は、主観主義的な企業論 (subjectivist theory of 

entrepreneurship)、ダイナミック・ケイパビリティ、ドミナント・ロジックな

どの理論的視点を取り入れた研究への取り組みなどを指摘している。しかし、

企業家的志向という概念の理論的基礎を固めるためには、既存の理論の応用で

は限界があると考えられる。換言すると、企業家的志向が、他の概念とは明確

に区別される概念となるためには、既存の理論とは異なる新たな視点からの理

論化が不可欠だと思われる。 

 
6．おわりに 

 
 本稿では、企業の成長に影響を与える要因として注目されている企業家的志

向を対象に、企業家的志向と企業成長の関係を中心に、先行研究の整理と検討

を行った。それによると、近年の企業家活動への関心が高まる中で、企業家的

                                                           
35 この点について、Miller and Le Breton-Miller (2011) は、利用した計測尺度は企業家

活動のプロセス自体を計測したものではなく、企業家活動のプロセスの最終的な結果 
(ultimate manifestation) であると述べている。 
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志向を利用した研究が増えていることが明らかとなった。また、先行研究を用

いたメタ分析をみると、企業家的志向が企業の業績に有意なプラスの影響を与

えていることが分かった。 

 しかし、企業家的志向という構成概念には、(1) 多用されている計測尺度の

中に態度と行動の要素が混在していること、(2) その根源的要因として、構成

概念の内容自体に不確定な部分が残っていること、(3) リスク・テイクの概念

の中身には再検討の余地がある、といったことが判明した。 

 こうした課題が残されているものの、企業家的志向という視点からの分析は、

非常にダイナミックな要素で特徴づけられる企業家に着目しており、企業成長

を分析する上で魅力的なアプローチだと考える。現時点では、構成概念自体の

妥当性や計測尺度の妥当性などには、検討の余地は残るものの、今後の研究の

進展によって、これらの課題は克服可能だと考える。そのためには、企業家的

志向に関する既存研究の再検討を踏まえた上で、企業家活動の本質をより深く

考察することが不可欠だと考える。企業家活動に関心を持つ研究者として、そ

の発展に何らかの貢献ができるように研究を進めたいと考えている。 
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