マシンビジョン・ベンチャー企業間の
協業に関する実践的定性研究
−起業家のアイデンティティの視座から−
A Practical Qualitative Study on Collaboration among
Start-up Companies related to Machine Vision：
From the Viewpoint of Identity of Entrepreneurs
川田

千恵子・増

A A A Chieko・MAS

要

A

田
asushi・

靖・楠

本

S M T

利

行

Toshiyuki

旨

今日、地方創生が政治の主題であるが、これまでも地域活性化において、産学連携、
ベンチャー企業育成が議論されている。我が国では、過去３度ベンチャーブームが訪れ
ている。直近の第３次ブームは、急成長する ICT（Information and Communication
Technology）関連市場に支えられた1990年代末から2000年代初頭にかけてのブームで
あり、ICT を始めとする一大産業が創成された。また、大学発ベンチャー、特に、学
生ベンチャーに注目が集まった。
こうした産業創成の潮流のなかで、光産業創成大学院大学（光産創大）が2005年に浜
松市に設立された。光産創大は「光技術を用いて新しい産業を創成すること」を目的と
した、博士後期課程のみの大学である。学生は起業実践を行い、その経験を踏まえて、
博士号の取得を目指すというユニークな大学院大学である。これまでに29社の大学発ベ
ンチャー企業を輩出している。
光産創大は、学生の起業実践の支援方法の確立とその体制を強化することを目的に、
同大発のベンチャー企業間の協業の実態調査を実施している。その一環である本研究の
目的は、営業系と技術系の起業家により設立された２つのマシンビジョン・ベンチャー
企業間の協業・支援関係の実態と効果について調査することである。
調査方法として、セルフエスノグラフィーとナラティヴ・アプローチを採用した。分
析の結果、協業における役割分担が重要である、起業家（起業する人）のアイデンティ
ティが、起業・協業に影響を及ぼす、また、秘書の資質を備えた人はベンチャー育成の
支援業務に適任であるという結論が得られた。

Keyword
ベンチャー企業、協業、起業家、秘書、実践的定性研究
Start-up Company Collaboration Entrepreneur Secretary Practical Qualitative
Research

Ⅰ

れまでも地域活性化において、産学連携、ベ

はじめに（研究の背景と目的）

ンチャー企業育成が議論されている。我が国

今日、地方創生が政治の主題であるが、こ

では、過去３度ベンチャーブームが訪れてい
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る。 直 近 の 第 ３ 次 ブ ー ム は、 急 成 長 す る

調査対象企業の事業領域であるマシンビ

ICT（Information and Communication

ジ ョ ン（machine vision） と は、 視 覚（ ビ

Technology）関連市場に支えられた1990年

ジョン：vision）と機械システム（マシン：

代末から2000年代初頭にかけてのブームであ

machine）によって実現する技術であり、物

り、ICT を始めとする一大産業が創成された。

体の画像をカメラ等のイメージセンサーから

また、大学発ベンチャー、特に、学生ベン

取得し、画像情報をコンピュータ処理して、

チャーに注目が集まった。

物体の位置や形状、状態を認識、識別、計測

我が国の大学発ベンチャーは2008年度末時

する技術である。この技術によって生産工程

点で事業活動を行っている総数は1 809社と

を知能化することが可能であり、製品の形状

なったが、年度ごとの設立件数では2004年度

を素早く認識し、欠陥の有無に応じた処理を

の247社をピークに減少を続け、2008年度は

高速で行うことができるようになる。そのた

54社となった1）。これは、世界経済不況や厳

め、生産の自動化を速めることができ、人件

しい金融情勢が影響し、それに伴うリスク回

費等のコストを下げることが可能になる。自

避志向の高まり等が背景にあると考えられる。

動車産業等のほとんどの製造業で使われてい

2008年 度 末 時 点 で 設 立 さ れ た 大 学 発 ベ ン

る技術であり、光産業分野では、注目されて

チャーはトータルで2 121社であったが、こ

いる技術の１つである。

れまでに合併、倒産、活動停止した大学発ベ
ンチャーは312社となっており、約14％が倒

Ⅱ

産や活動停止に追いやられている。

研究の概要
筆頭著者はこれまでに、マシンビジョン・

光産業創成大学院大学（光産創大）は、

ベ ン チ ャ ー 企 業 間 の 協 業 に 関 し て、 ベ ン

「光技術を用いて新しい産業を創成するこ

チャー企業の長期存続の定量的要件を明らか

と」を目指した、博士後期課程のみの大学で

にする調査を実施した2）。本研究は、その定

あり、2005年に浜松市に設立された。学生は

量調査の結果を踏まえ、ベンチャー企業間の

起業実践を行い、その経験を踏まえて、博士

協業の実態に関する定性調査である。特に、

号の取得を目指すというユニークな大学院大

起業家（起業する人）のアイデンティティが

学 で あ る。 こ れ ま で に29社 の 大 学 発 ベ ン

その起業実践と協業にどのような影響を与え

チャー企業を輩出している。ベンチャー企業

るかという視点から調査した。

間の協業も行われている。

ベンチャー企業間の協業に関する先行研究

現在、光産創大は、学生の起業実践の支援

は、紙幅の関係で詳述しないが、比較的最近

方法の確立とその支援体制の強化を目的に、

のものとしては、手塚・丹羽（2001）や三吉

同大発のベンチャー企業間の協業の実態調査

野（2001）が挙げられる。しかし、これらの

を実施している。その一環である本研究の目

先行研究は、ベンチャー企業へのアンケート

的は、営業系と技術系の起業家により設立さ

の調査結果を分析する研究であったり、産学

れた２つのマシンビジョン・ベンチャー企業

連携型ベンチャー企業の協業戦略に関して、

間の協業・支援関係の実態と効果について調

そのビジネスモデルを分析する研究が中心で

査することである。

ある。本研究のような協業の現場に深く内在
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記述法により、特徴的な出来事を抽出し、記

化した研究はまだ行われていない。
本研究は、研究者Ⅰ（川田：起業実践者・

述する。

光産創大研究員）
、研究者Ⅱ（増田）
、研究者

エピソード記述とは、質的アプローチの研

Ⅲ（楠本）
（両名は光産創大教員）の３名体

究方法の１つであり、現場に関わっている人

制で行った。

（援助職、ボランティア、研究者等）が、そ

Ⅲ

こでの自身の体験を他者に伝えようとすると

調査方法

き、生きた主体について感じたこと、その感

本研究では３つの質的調査方法を採用した。
１つ目は、セルフエスノグラフィー、２つ目

じられた生き生き感をも記述の中に再現しよ
うとする記述法である（鯨岡、2005）
。

は、関係者へのナラティヴ・アプローチ、３

セルフエスノグラフィーとは親和的な手法

つ目は、自己へのナラティヴ・アプローチで

であり、例えば、佐藤（2011）は、自身の保

ある。また分析の概念として、起業家の資質

育体験に関する自己エスノグラフィー調査に

と支援業務の代表である秘書の資質を採用し

おいて、この記述法を採用している。

た。
２．ナラティヴ・アプローチ
ナラティヴ・アプローチとは、現実は社会

１．セルフエスノグラフィー
セルフエスノグラフィー
（self-ethnography）

的に構成されるという社会構成主義の考え方

は、自己エスノグラフィー（auto-ethnography）

に立脚し、ナラティヴ（語り、物語）という

とも言われる。文化人類学や社会学の分野で

形式を手がかりに何らかの現実に接近してい

用いられてきた、研究者が参与観察により対

く研究方法の総称である。医療、看護、企業

象である社会現象を記述する調査手法である

経営、組織経営等の実践的手法及び研究手法

エスノグラフィーから派生した質的研究方法

として注目されている（増田、2007；野口、

の１つである。研究者が自分自身で実践する

2009）
。

活動や経験を記述し、研究する手法である。

実践的手法の代表例として、ナラティヴ・

1970年代に人類学において用いられるよう

セラピーが挙げられる。ナラティヴ・セラ

になった用語であり、
「自己について再帰的

ピーでは、語りは個人の語りであり、セラ

に振り返り、自己と他者の相互行為をより深

ピーの現場で使用する言語と言語的実践が、

く理解するために、文化の中での著者自身の

クライアントを固定的な習慣の呪縛から解放

経験を用いる」 研究方法である。

し、柔軟な関係性を創造できるかどうかが重

3）

本研究では、研究者Ⅰの起業実践の経験

要となる（ enneth J Gergen、1994）
。

（営業系と技術系の起業家によるマシンビ

本研究では、２つのナラティヴ・アプロー

ジョン・ベンチャー企業間の協業や支援関

チを実践した。１つは、関係者へのナラティ

係）について振り返り、その活動における特

ヴ・アプローチであり、もう１つは、自己へ

徴を記述する。記述は、２つの方法で行う。

のナラティヴ・アプローチである。

１つ目は、起業実践の事象を通常の記録報告
文の様式で記述する。２つ目は、エピソード
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関係者へのナラティヴ・アプローチ

２．１

ここでは、起業家

氏と研究者Ⅰの起業

実践における協業や支援関係を第三者がどの

インタビューは、研究者Ⅰと研究者Ⅲが実施
した。インタビュー内容の客観性を担保する
ため、研究者Ⅲが同席した。
調査対象者は

ように見ていたかを調査した。

氏と研究者Ⅰに関係が深

調査手法としては、ナラティヴ・インタ

かった４人の大学関係者及び起業家で、それ

ビ ュ ー を 採 用 し た。 通 常 の デ プ ス イ ン タ

ぞれ約１時間のインタビューを行った。それ

ビュー（パーソナルインタビュー）の一種で

ぞれのインタビューの実施年月日と実施場所

あるが、形式は半構造化インタビューである。

を表１に示す。

表１

関係者へのナラティヴ・インタビュー

A 氏（光産創大元教員）
氏（学生・機械加工会社社長）
C 氏（光産創大教員）
氏（光産創大卒業生・ベンチャー企業社長）

自己へのナラティヴ・アプローチ

２．２

実施年月日

実施場所

2014年
９月19日

サーラシティ浜松

2014年
９月22日

光産創大会議室

2014年
９月24日

光産創大会議室

2014年
９月24日

浜松イノベーションキューブ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4 4

4

4

4

4 4

4

4

4

4

4

れゆえ、それ自体物語的自己同一性にほかな

ここでは、研究者Ⅰが語り手となり、イン

4）
らない」
。

タビュアーとの相互作用により、日常自分で
は言葉にして認識していない自身のアイデン

３．分析の概念

ティティを明確にするため、研究者Ⅱがイン

本研究では、セルフエスノグラフィー及び

タ ビ ュ ア ー と な り、 ナ ラ テ ィ ヴ・ イ ン タ

ナラティヴ・アプローチの調査から得られた

ビューを実施した。インタビューの時間は約

ディスコースを分析する概念として、起業家

１時間である。

の資質と支援業務の代表である秘書の資質を

本研究では、アイデンティティの考え方と
して、Ricoeur（1990）が提唱しているナラ

採用した（表２、表３参照）
。起業家の資質
は、Schumpeter（1926）、 rucker（1985）、

ティヴ・アイデンティティの概念を採用した。

ygrave（1994）らの先行研究から共通する

Ricoeur は次のように述べている。
「個人ま

概念を５つ抽出した（表４参照）
。また、起

たは共同体の自己同一性を言うことは、この

業家の資質と対比するため、サポート業務の

4 4

4 4

行為をしたのはだれか、だれがその行為者か、

代表である秘書の資質を、ここでも先行研究

張本人か、の問いに答えるものである。
（中

から共通する概念を５つ抽出した
（表５参照）
。

略）その答えは物語的でしかあり得ない。
『だれ？』という問いに答えることは、
（中
略）人生物語を物語ることである。物語は行
4

4

4

4

4

4

4

4

4

Ⅳ 起業実践における協業
１．概要

4

為のだれ を語る。
〈だれ〉の自己同一性はそ
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2008年９月から、 氏の会社と研究者Ⅰの
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表２

起業家の資質の先行研究
研究者

年

起業家の資質

1926

新結合の遂行者（p 183）

rucker

1985

変化を探し、変化に対応し、変化を機会として利用する者（p 43）

ygrave

1994

夢、判断力、実行力、決意、献身、思い入れ、ディテール、目標、
おカネ、分配（p 19）

2004

セレンディピィティ（革新的な市場機会をキャッチする能力）、
逆境に打ち勝つマインドセット（粘り強さ；ポジティブ思考、）
、
高次の目標の設定（事業の夢・社会的使命感＝大義名分の追求）、
不断の創意工夫・試行錯誤（目標設定のための不断の努力と学
習）、コンピテンシー（必要とされる課業を遂行する能力）
（p 179）

2004

機会に気付き、その機会をつかむ組織を創出する人物（p 2）

田中史人

2006

アントレプレナーシップによってイノベーションを成し遂げ、
高成長企業を牽引していく経営者（p 106）

堀池敏男

2014

先見性、リーダーシップ、決断力、挑戦力、変革・革新力、実
行力、構想力（求められる能力）
情熱、信念、無私、高い志（メンタリティー）（p 35）

Schumpeter

佐藤善信

ygrave and acharakis

表３

秘書の資質の先行研究
研究者

年

秘書の資質

現代秘書実務研究会

1978

几帳面、丁寧、記憶力、落ち着き、頭の回転が速い、他人への
心くばり、感受性の豊かさ、おしゃべりでない、愛情豊か、明
朗（p 11）

三沢仁・廣田傅一郎

1983

上司の陰の力、上司を理解、知識を広める、関係者との協調、
企業のイメージづくりに貢献、秘密を守る（秘書の心構え）
（pp 22-25）

木下武人・花田博文

1985

すぐれた事務員、すぐれた接遇者、すぐれた援助者、すぐれた
演出者、判断力、人間通であること、正確性をともなった実行力、
責任感、忍耐力（求められる特性）、（p 177、pp 180-181）

1988

慎重さ、正確で信頼される仕事、勤勉に努力、先見性、臨機応
変に柔軟な態度、冷静・沈着しかも SEN- SITIVE 、機転がき
き記憶力にすぐれている、忠実で謙虚（pp 93-99）

1991

身体的資質（健康、容姿）、性格的資質（明朗、誠実、謙虚、素
直、協調性、責任感、柔軟性、親切、自制心、積極性、創造性）、
能力的資質（機密保持能力、忠誠義務能力、応用能力、人間関
係処理能力、意志伝達能力、情報処理能力）（pp 176-182）

田口ヤス子

1997

他者を共に生きる人間と理解し社会生活を営む仲間という認識
を持つ、社会分担である職業役割の秘書業務を理解した認識を
持つ、上司の補佐機能としての秘書業務の専門知識を持つ、上
司の補佐として十分に行動できる専門技術を持つ、人間関係の
調整役として、相手へ快い明確な表現ができる（p 50）

磯林征一

2003

補佐からパートナーへ（p 16）

浅田真理子

2009

口が堅い人、社内外の人びととの良好なコミュニケーションの
構築（pp 117-118）

佐藤啓子

横山秀世
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表４

分析の概念①（起業家に共通する資質）
資質

研究者

１

新結合の遂行者（イノベーション、変化、変革・ Schumpeter（1926）、 rucker（1985）
、
革新力）
田中史人（2006）、堀池敏男（2014）

２

高い志（目標）

３

実行力

４

ポジティブ思考（信念）

佐藤善信（2004）、堀池敏男（2014）

５

リーダーシップ（組織を創出する人物）

ygrave and acharakis（2004）、
堀池敏男（2014）

表５

ygrave（1994）、佐藤善信（2004）、
堀池敏男（2014）
ygrave（1994）、堀池敏男（2014）

分析の概念②（秘書に共通する資質）
資質

研究者

１

すぐれた援助者（他人への心くばり、親切、補
佐からパートナーへ）

現代秘書実務研究会（1978）、木下・花田（1985）、
横山秀世（1991）、磯林征一（2003）

２

良好なコミュニケーションの構築（関係者との
協調、すぐれた接遇者、人間通であること、人
間関係処理能力、人間関係の調整役）

三沢仁・廣田傅一郎（1983）、木下・花田（1985）
、
横山秀世（1991）、田口ヤス子（1997）、浅田真
理子（2009）

３

落ち着き（忍耐力、冷静・沈着、自制心）

現代秘書実務研究会（1978）、木下・花田（1985）
、
佐藤啓子（1988）、横山秀世（1991）、

４

秘密を守る（おしゃべりでない、機密を守る、
慎重さ、口が堅い）

現代秘書実務研究会（1978）、三沢仁・廣田傳一
郎（1983）、佐藤啓子（1988）、浅田真理子（2009）

５

臨機応変に柔軟な態度（柔軟性）

佐藤啓子（1988）、横山秀世（1991）

会社で、「傷検査装置」及び「画像処理シス

２．主な事業実践

テム」（プログラムソフト）の共同開発及び

２．１ ラベル印字検査システムの開発と販売

協業を開始した。業務分担は、 氏の会社が

2008年12月の光産創大の大学説明会に、

技術、研究者Ⅰの会社は、営業、経理、株主

氏と研究者Ⅰが別々にパネルを展示した。こ

総会招集、来客対応、展示会出展準備、出展

の時は

後のフォロー、仕入れ全般であった。４年余

者の応対等の営業を行った。来場した商社か

りの協業で、光産創大が出展する展示会の

ら問い合わせがあり、後日、 氏が技術面の

ブースに

説明をした。このシステムは、 氏と研究者

氏と研究者Ⅰの会社が共同で学

生ベンチャー企業として22回出展した。

氏が不在のため、研究者Ⅰが来場

Ⅰで実験を重ね、開発したシステムであり、

氏と研究者Ⅰの会社が協業を開始した翌

ラベルの印字不良をカメラ画像で捉え、ソフ

年（2009年）は受注件数が２件であった。そ

ト上で

の後、2010年４件、2011年９件と受注件数は

これが協業後初めての受注であった。

か NG か判断することができる。

順調に増加した。現在、 氏の会社単独でも
大手企業からの注文も入るようになり、売上

２．２

は順調に伸びている。

レンズ傷検査装置の開発

展示会で一番問い合わせが多いのがレンズ
傷検査装置である。レンズ傷検査装置は、目
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視検査がほとんどであり、自動検査可能な装

ある？」
研究者Ⅰ「ちゃんと入れたから、他の段

置が求められていた。目視検査に掛かる人件
費の削減が課題であり、ニーズが多いのであ

ボールにあるんじゃない？」
氏「あれがないと大変なんだ！」
（焦る）

る。問い合わせの対応は研究者Ⅰが行い、

研究者Ⅰが他の段ボールを探し、必要な機

氏が開発を担当したが、未だ受注に至らず現

材を発見する。

在も開発中である。

研究者Ⅰ「あったわよ！ 良かったわね」
２．３ 面積計測システム

氏もほっとする。

2010年２月の展示会で大学のブースに共同

展示会の準備が進んで、機材の組み立てが

で展示スペースを設けて出展した。研究者Ⅰ

終わってから、今度はソフトの調整になる。

が来場者対応の営業を担当し、来場した商社

「レンズ傷検査装置」を大学で調整済みで

からボールペンの芯の面積測定についての問

持って来ても、展示会場の照明の強さ等に

い合わせがあり

よって微妙に傷の見え方が変わってしまうこ

氏が説明を行った。後日、

商社がサンプルを持参し、実験を重ね、シス

とがある。中々調整が上手くいかず、何度も

テムを開発した。このシステムの受注まで１

やり直した。

年ほどかかったが、2011年２月に協業開始か

氏「大学では上手くいったのに！」

ら２番目の受注に至った。
Ⅴ

研究者Ⅰ「照明の強さが違うしね」
氏は何度も調整する。研究者Ⅰは何も手

セルフエスノグラフィー

を出せないので、じっと見守る。それでも、
少しずつ調整が出来ていく。

１．エピソードの記述
ここでは、 氏と研究者Ⅰの起業実践にお
いて特徴的なエピソードを２つ記述する。

研究者Ⅰ「良かったわね！何とかなりそう
ね」
氏「後は、明日の朝、もう一度やってみ

（１）エピソード①：展示会出展での準備の

ましょう」

場面

ほっとした表情になる。

〈背景〉
光産創大が出展する展示会のブースに学生
ベンチャー企業として、 氏と研究者Ⅰの会

（２）エピソード②：来客応対の場面
〈背景〉
展示会出展の回を重ねるごとに、傷検査等

社が年に数回出展した。場所は横浜、名古屋、
浜松等。開催日数は２日〜３日で前日に準備

の問い合わせの来客も増えてきた。顧客から

のため会場に入る。出展物は「レンズ傷検査

来社の連絡があると、スケジュール調整及び

装置」等、２社で４つの装置を持参した。

会議室の手配は研究者Ⅰが行う。
〈エピソード〉

〈エピソード〉

来客当日、事務局から来客の連絡があって、

氏と研究者Ⅰが、展示会場で段ボールか

研究者Ⅰが会議室に案内した。

ら機材を取り出して組み立てている。
氏「何々の部品がないんだけど…どこに
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先に第２会議室に案内しておきますね」

２．エピソードの分析と考察
（１）エピソード①

氏「お願いします。直ぐに行きます」
研究者Ⅰ、
（来客に）
「 は直ぐにまいりま

展示会場での出展準備の際、 氏がレンズ

す。何かお飲み物をお持ちしますが、コー

傷検査装置の調整が中々上手くいかず、何度

ヒー、日本茶、お好きな物を如何ですか？」

も調整を繰り返して、少しずつ調整が出来て

来客「では、コーヒーをお願いします」

いったという場面があった。この

氏「 です」
（名刺交換をする）

氏の行

動には、起業家の「ポジティブ思考（信念）
」

研究者Ⅰ「会社と大学のパンフレットで

「実行力」の特性が見られる。

す」
（コーヒーを配ってから、予め用意して
おいたパンフレットを来客に渡す）

また、
「機材が見当たらない」と

氏が焦

るのに対して、研究者Ⅰは一緒に焦るのでは

来客の内容によって、事前準備が異なる。

なく、落ち着いて冷静に対処した。この研究

傷検査等のサンプルを当日直接お持ちに

者Ⅰの行動には、秘書の「落ち着き」の特性

なった来客の場合サンプルを見せてもらい、

が見られる。

どういう傷を検査したいのか等の先方の要望
を

さらに、 氏の焦りを研究者Ⅰが冷静に見

氏が聞く。研究者Ⅰは要望の内容等を

守って、
「ちゃんと入れたから、他の段ボー

ノートにメモする。一通り話を聞いて、話題

ルを探しましょう」と声をかけた。この研究

が途切れた時等には、研究者Ⅰがちょっとし

者Ⅰの対応には秘書の「すぐれた援助者」の

た話題を提供したり、先方の会社の業務内容

特性が見られ、 氏の気持ちを和らげること

を聞いたりして、話がスムーズに進むように、

ができ、何とか機材が見つかり、無事準備を

意思の疎通をサポートした。

進めることができた。

先方から事前にサンプルを送っていただい
た来客の場合は、既に実験して実験報告書も

展示会出展が決まると、開催日の３〜４日
前に研究者Ⅰが顧客に案内メールを送信する。

送っているので、詳しい話を聞くため来社す

氏は展示会場に入る前日の夜遅くまでソ

るが、その場合は、会議室に予め傷検査装置

フトウェア作りに追われることが多い。その

等の機材やパソコンを用意し、 氏が預かっ

ため、展示会に持って行く機材類の梱包は殆

たサンプルで事前に調整しておく。顧客が来

ど研究者Ⅰが行った。展示会開催中は、 氏

られたら直ぐに見ていただけるよう準備して

と研究者Ⅰが来場者の応対をしたが、技術の

おく。

詳しい話になると研究者Ⅰは

研究者Ⅰが顧客を会議室に案内する。

を引き継ぎ、次の来場者の応対をした。展示

氏「○○ケーブルが足りないので、持っ
て来て下さい」

氏に来場者

会終了後の来場者への来場御礼メールは研究
者Ⅰが送信した。エピソードの分析から明ら

研究者Ⅰ「はい」
（部屋に取りに行く）

かなように、展示会出展関連における役割は

研究者Ⅰ「これでよいですか？」

それぞれの特性に応じて明確に分担されてい

氏「はい。大丈夫です」

たといえる。
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（２）エピソード②

うなことを期待していたと考えますか？これ

ここでは、顧客に傷検査装置の実験を見せ

らの質問を基底に、語りに応じて半構造化イ
ンタビューを実施した。

る場面があった。
その時に機材の小物が足りなくて、 氏が
「○○ケーブルが足りないので、持って来て

４人のインタビュイーのプロフィールは以
下の通りである。
A 氏：元光産創大准教授で

下さい」と研究者Ⅰに指示している。この

氏の指導教

氏の行動は、自然と研究者Ⅰに対して「リー

員であり、 氏が最も信頼していた教員で３

ダーシップ」を発揮しているが、これは起業

年前に本学を退職した。
氏：光産創大の学生であり、浜松市に本

家の特性である。
来客のスケジュール調整、応接室の手配、

社を置く機械加工会社の社長でもある。 氏

当日のお茶出しまでは、研究者Ⅰの分担であ

と研究者Ⅰの会社と取引の関係があり、それ

るが、接客には研究者Ⅰも

は現在も続く。

氏と同席する。

またこの際、研究者Ⅰは来客の傷検査の要望

C 氏：光産創大の講師で２人の指導教員で

を一通り聞いた後、話題が途切れた時等に

あった。技術だけでなく、起業実践において

ちょっとした話題を提供したりして、話しが

も適切なアドバイスがあった。

スムーズに進むように意志の疎通をサポート

氏：光産創大の卒業生で、在学中に学

した。これは、秘書の「良好なコミュニケー

生ベンチャー企業を創業し、卒業後も企業活

ションの構築」
「臨機応変に柔軟な態度」の

動を継続している。 氏が在学中から卒業後

特性といえる。

もビジネスの連携を続けている。

来客応対では、研究者Ⅰは

氏の技術を

顧客に高く評価してもらえるように最大限の

（１）A 氏へのナラティヴ・インタビュー

配慮を心がけた。会社と大学のパンフレット

質問①に対する回答

を事前に用意し、当日顧客に簡単に説明しな

「技術と営業って感じでしょうかね。技術

がら渡したり、顧客の用件が済んでからも、

が

ちょっとした会話でその場の雰囲気作りに注

でやっていたんじゃないかと感じました」

力し、少しでも顧客の印象をよくするよう努

「技術的な詳しい話に入る前段階のところで、

めた。ここでも、 氏と研究者Ⅰの役割の分

研究者Ⅰが活躍していたんじゃないかと思い

担は明確であったといえる。

ます」
「 氏が自分の技術を紹介するきっか

Ⅵ

氏で、営業が研究者Ⅰという役割分担

けを研究者Ⅰが作られたんじゃないですか

関係者へのナラティヴ・アプローチ

ね」
質問②に対する回答

１．関係者へのナラティヴ・インタビュー

「 氏が研究者Ⅰに望んでいたこと、期待

４人のインタビュイーには主に次の２つの
氏と研究者Ⅰの起業

していたことは、直接聞いたことないような

実践におけるそれぞれの役割、協業・支援関

気がしますから、想像になりますが、 氏に

係をあなたはどのように見ていましたか？②

は強い部分と弱い部分があるような気がして、

あなたは、 氏が研究者Ⅰに対して、どのよ

強い部分が研究者Ⅰに望んでいたのは、ビジ

質問を用意した。①
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ネスパートナーで、弱い部分っていうと、

た」
質問②に対する回答

やっぱり１人って寂しかったんじゃないです

「 氏とお客さんの仲介みたいなところが、

かね。そこに一緒に行動するパートナーがい
る、受け止めてくれる人がいるという安心感

上手くできるという役割を研究者Ⅰに要望し

があった」

ていたのではないか」
「一緒にやるというこ
とは、それなりに支え、精神的な支えになっ

（２）B 氏へのナラティヴ・インタビュー

ていると思うので、 氏１人でやるよりは、
研究者Ⅰがいたことで、1 5倍でも、２ 倍で

質問①に対する回答
「研究者Ⅰの役割は、 氏の苦手なところ

も、上手く行くまでの時間が短縮されたので

で、対人関係で営業的なものをやったり、展

はないかと思う」
「事務的なことを研究者Ⅰ

示会でお客さんに、ニコニコしながら説明を

がやってくれたので、 氏は製品作りに専念

して、詳しいことになったら

氏にバトン

できた」
「研究者Ⅰと一 緒にやることによっ

タッチという感じで、事務的なことから営業

て、展示会もスムーズに、20数回できたし、

的なこと、要は技術面でないところをサポー

お客さんがつくというサポートもできたし」

トしていたような感じですね」
「技術的な部
分は

氏がやってというところで、営業の

（４）D 氏へのナラティヴ・インタビュー

部分、受け答えの部分、お客さんとの折衝で

質問①に対する回答

あったりと研究者Ⅰが補完していた感じで捉
えました」

「私が見た限りでは、研究者Ⅰが営業を
やって、 氏が技術をやって、基本的には、

質問②に対する回答

すごくいいコンビネーションだと、はたから

「今言った通り、 氏は技術的な方をやる

見て思いましたね。一緒にお客さんのところ

から、後は研究者Ⅰにお願いねと。印象とし

へ行ったりした時も、営業的センスは抜群な

ては、すごくいい２人の関係だと思っていま

んですね。研究者Ⅰは」
「 氏の技術がすご

す。本来は２人で１つの会社を作っちゃった

いというのは、ある程度付き合っていかない

方が良いんじゃないかというイメージでし

と分からないし、そこまで行くのが中々難し

た」

いので、そこまで行くところで、いい営業的
なところから、そこに滑り込ますというか、

（３）C 氏へのナラティヴ・インタビュー

それがすごく上手くできていたのではないか
と、僕は見ていましたね」
「 氏は自分の技

質問①に対する回答
「最初は

氏の会社が開発したものを、研

究者Ⅰの会社で販売するだとか、そういう営

術を分かる人にしか売らないというところも、
あるかもね」
質問②に対する回答

業サポートをするという立場で詰めることで
やられていた。研究者Ⅰの会社が

「 氏は、営業的な仕事を余り評価できて

氏の会

社を経営的なところからサポートしていた」

いないのかなっていうか、分かっていないっ

「後は、精神的に話し相手というところで、

ていうところが、僕は感じるところですね」

上手くいくような感じだったと見ていまし

「技術的なことも、ちょっとやってもらいた
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いっていうのが、実際あったのかなっていう

氏と研究者Ⅰの協業に対する第三者の視

のはあるけど」
「仕事で一番大事なのは、

点から次のことが明らかになった。２人の特

やっぱり研究であり、開発であり、その一番

性に応じた役割分担が上手く機能していたこ

重要なところをやる人が一番偉いんだってい

と、そして、 氏が創業期から比較的順調な

うようなとこ。やっぱりあるわけじゃないで

スタートができたのは研究者Ⅰの実務面と精

すか」

神面での支援が大きく貢献していることであ
る。

２．ナラティヴ・インタビューの分析と考察
インタビューから２人の異なる行動特性が
見出された。

Ⅶ

自己へのナラティヴ・アプローチ

１．概要
インタビューは、2014年11月19日に光産創

氏の行動は、
「 氏の技術がすごい」
（
氏）に現れているように、起業家の「新結合

大会議室で行われた。インタビューでは、主

の遂行者」の特性が見られる。また、
「 氏

に次の３点が語られた。①研究者Ⅰの育った

は自分の技術を分かる人にしか売らないとこ

環境、②野村證券の32年間にわたる秘書経験、

ろもあるかもね」
（

③光産創大における起業経験である。

氏）に現れているよう

に、自分の技術に自信を持っており、起業家
の「高い志」の特性が見られる。

２．語られた自己物語

研究者Ⅰの行動は、
「技術的な詳しい話に

（１）子供時代〜学生時代

入る前段階のところで、研究者Ⅰが活躍して
いたんじゃないかと思います」
「 氏が自分

研究者Ⅱ「これまでの人生をお聞かせいた
だけますか？」

の技術を紹介するきっかけを研究者Ⅰが作ら

研究者Ⅰ「父が注文紳士服店を、船橋駅の

れてたんじゃないですかね」
（A 氏）
、
「営業

ところで経営してまして、一代で築いたとい

の部分、受け答えの部分、お客さんとの折衝

う、昔は既製品が少なかったので、結構商売

であったりと研究者Ⅰが補完していた」
（

も繁盛していまして、父は職人なんで、ひた

氏）に現れているように、秘書の「良好なコ

すら寡黙に仕事をして、母は営業みたいな、

ミュニケーションの構築」の特性が見られる。

まあ私とちょっと似ているんですが、営業的

また、研究者Ⅰの行動には、
「一緒に行動

で、お客様がみえれば、お茶を出して接待し

するパートナーがいる、受け止めてくれる人

て、父はひたすら仕事をするというようなパ

がいるという安心感があった」
（A 氏）
、
「一

ターンで、おそらくそれは、母のそういう姿

緒にやるということは、それなりに支え、精

を見てて、お客様のお相手をするということ

神的な支えになっていると思うので、 氏が

が、自分自身でも慣れてたし、自分自身でも

１人でやるよりは、研究者Ⅰがいたことで、

好きだったというのがありまして、私なんか

1 5倍でも、２倍でも、上手く行くまでの時

も両親が忙しい時は、お店番をしたり、お店

間が短縮されたのではないかと思う」
（C 氏）

で昔、ネクタイとかそういった物を置いたこ

等、秘書の「すぐれた援助者」の特性が見出

とがあったので、そういう物をお客さんが来

される。

た時にお薦めして、何本か売ったことがあっ
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たので、私自身はそういう商売的なことが昔

たし、周りも

天職だ

ってよく言ってまし

から好きでいたんですけど」

たけど、役員さんとの関係ですので、役員さ
んと気が合わないとか、ちょっと違うなって

（２）秘書時代

いう方も１人や２人はいたんですよね。９人

研究者Ⅰ「野村證券が公募で短大で採った

も仕えると。
（中略）ただ、殆どの役員さん

のは、私たちが第１号になるんですね。引受

は、すごく信頼して下さって、昔の役員さん

部、という部にはいったんですが、ものを引

てシャイだからね、面と向かっては褒めない

き受けるの引き受けですが、企業の資金調達

んですけど、ある役員さんが『やっと本当の

を司る部署、上場企業とかなんかが、今度は

秘書に巡り会った』という言葉を言って下

株を発行したり、社債を発行したりっていう

さったんです。それがすごく嬉しくて、これ

ところ。３人の同期のお仲間がいて、四大か

は秘書冥利に尽きるなって」
（中略）

ら来た男性が１人いたんですけど、ちょうど

「秘書っていうのは、何かものを作るわけ

入った時に取締役引受部長という役員がいた

でも何でもないし、本当に信頼関係で成り

んですけど、その役員の秘書の女性が、もう

立っているような業務なので」

来年結婚で辞めますって決まっていて、その
後任を私にということになってて。先輩の秘

（３）起業時代

書のご主人になるはずのお父様か何かが亡く

研究者Ⅰ「入学の際のビジネスプランが難

なってしまって、喪中になっちゃったので、

しいことが分かって、 氏から傷検査装置の

半年ぐらい延びちゃって、まるまる１年間、

開発を一緒にやらないかと誘われて、2008年

私はお陰様で彼女に教えてもらえたから、私

９月から先に起業していた

にとってはラッキーだったんですけど、入社

共同開発及び協業が始まりました。翌月10月

２年目からずっと、その仕事をやりました」

の展示会

「昔は、女性の場合、転勤とかはなかった
ので、秘書は常に同じで、役員が代わるって

氏の会社との

しずおか新産業技術フェア2008

の大学のブースに初めて共同で傷検査装置を
出展しました」
研究者Ⅱ「その頃から技術は

いうスタイルでした。部署の名前も、いろい

氏で、営

ろ統廃合あって、変わったんですけど、一貫

業の方はやってくれよっていうような感じ

して同じ資金調達を司る部の役員の秘書って

で」
研究者Ⅰ「まあやってくれよっていう感じ

いうのは、ずっと変わらず」
「32年間位ずっと秘書をやって、仕えた役

ではありませんでしたが、もうすみ分けみた
いになって。展示会に出展するようになって、

員さんは全部で９人なんですよ」
研究者Ⅱ「野村證券時代で、自分には一番

ポスターを作ったり、お客さんにメールで案

こういう仕事が向いているとか、こういうの

内したりとか、名刺交換した後の整理で、来

をやってた時は楽しかったなっていう業務は

場御礼のメールを打ったり等は、みんな私が

どんなものですか？」

やりました」

研究者Ⅰ「それはやはり、一番長かった秘

研究者Ⅱ「会社はどういう形で、会社は

書業務が、一番自分に向いていると思いまし

別々じゃないですか。例えば礼状なんかは連
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して実践的定性研究を、特に、起業家（起業

名で出す？」
研究者Ⅰ「そうです。案内状や礼状等全部

する人）のアイデンティティの視座から調査
した。

連名で出しました」

その結果、次の３点が明確になった。１つ

研究者Ⅱ「そういう支援業務的なことは、

目はベンチャー企業間の協業では、役割分担

研究者Ⅰが？」
研究者Ⅰ「そうですね。 氏と部屋が隣同

が肝要であるということである。２つ目は起
業家（起業する人）のアイデンティティは、

士でしたし」
研究者Ⅱ「ああ、なるほど。まあ、ある種

起業・協業に影響を及ぼすということである。

の最初の32年間の、秘書業務の経験に近いよ

起業家の特性が弱く、秘書の特性が強い人は、

うな」

支援的な役割を演じる。３つ目は

氏の会

研究者Ⅰ「そうですね。まさに」

社は創業６年目に入り、売上も伸びて、経営

研究者Ⅱ「サポートをするというような」

は順調であることから、今回の研究者Ⅰとの

研究者Ⅰ「サポート業務みたいな感じです

協業は有効であったということである。

よね」

大学発ベンチャーは2008年度末時点で設立
ベースではトータル2 121社であったが、こ
れ ま で に 合 併、 倒 産、 活 動 停 止 し た ベ ン

３．考察
研究者Ⅰの語りから次の３点が明確になっ

チ ャーが312社と なっており、 事業 活動を

た。１点目は、研究者Ⅰの育った環境は商家

行っている総数は1 809社である。約14％の

で、特に寡黙な職人気質の父を支える、商売

大学発ベンチャーが倒産や活動停止に追いや

上手な母の姿を身近に見て、影響を受けたこ

られている状況である。

とである（起業実践で研究者Ⅰが

氏をサ

このことから、大学発ベンチャーで特に研

ポートしていた姿に似ている）
。２点目は、

究開発型企業の場合、技術面が優先になり、

32年間の秘書業務が身について、語りの大半

人材確保、資金調達、販路開拓といった経営

が、秘書経験についてであり、まさに秘書が

面に課題があると考えられる。この点に対し

天職であったことである。３点目は、起業実

て、本研究により、創業早期段階において技

践においても、長年にわたって培われた秘書

術系の起業家を経営面で協業・支援すること

の特性や行動様式が起業家の特性よりも一段

の重要性が明らかになったといえるであろう。

と強く現れて、 氏をサポートするという支

研究者Ⅰの会社は、 氏の会社への支援業
務が中心となっていたため、 氏の会社ほど

援業務が中心になったことである。
以上の３点から、研究者Ⅰは「秘書が天

売上は伸びていないのが実情であるが、その

職」というアイデンティティを持っているこ

支援業務が

氏を起業家として育成するこ

とが明確になったといえるであろう。

とに寄与したといえるであろう。
本研究はまだ研究途上にある。起業活動の

Ⅷ

おわりに（総合的考察とベンチャー育成

現場には過去の研究者の起業家の資質や秘書

へのインプリケーション）

の資質だけでは語れない部分も多くある。今

本研究では、ベンチャー企業間の協業に関

後は、起業活動の現場での経験をより深く探
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り、ベンチャー企業間の協業・支援業務の有

ty: Researcher as Subject, In

効なあり方を引き続き調査したい。

and

incoln

vonna S

enzin Norman
eds

Handbook of

Qualitative Research Second Edition : Sage

最後にインプリケーションとして、秘書経

Publications Inc pp 733- 768

験者の社会的活用について述べる。本研究の

rucker Peter F ［1985］Innovation And Entrepre-

結果により、支援業務のスペシャリストであ

neurship: Harper & Row, Publishers.（小林宏治

る秘書経験者は、ベンチャーを育成する上で

監訳、上田惇生・佐々木実智男訳『イノベー

その経験を有効に発揮できると考えられる。

ションと企業家精神−実践と原理−』ダイヤモ

例えば、秘書経験者をインキュベーション施

ンド社、1985年）
Gergen

設等で登用可能であれば、ベンチャー育成と

enneth J ［1994］Realities and Relation-

ships−Soundings in social construction,

人材登用をマッチングできるのではないだろ

arvard

niversity Press （永田素彦・深尾誠訳『社会

うか。これについての検討も、今後の課題と

構成主義の理論と実践

したい。

る』ナカニシヤ出版、2004年）

関係性が現実をつく

Ricoeur Paul［1985］TEMPS ET RÉCIT, Tome Ⅲ ,
ditions du Seuil （久米博訳『時間と物語Ⅲ

謝辞

語られる時間』
）新曜社、1990年）

本論文の執筆にあたっては、査読者の先生

Schumpeter Joseph A ［1926］ Theorie der

から貴重なご意見をいただきました。ここに

Wirtschaftlichen Entwicklung. 塩野谷祐一・中

深く感謝申し上げます。
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Abstract
Today local economic vitalization is a political sub ect

p to the present industry-academia

collaboration and development of start-up companies have been discussed in regional activation
In Japan venture booms have happened three times The third one is the boom supported with
rapidly growing new market related to information and communication technology ICT

It

happened from the late 1990s to the early 2000s In this period not only a whole industry including
ICT was created but also university-led ventures especially student ventures attracted attention
In accordance with the trend of the new industry creation The Graduate School for the Creation
of New Photonics Industries abbreviated as GPI was established in

amamatsu city in 2005 GPI

is composed of only doctoral program aiming at a creation of new industries with optical and
photonic technology

GPI has the uni ue curriculum Students establish new companies and

obtain the doctoral academic degree based on the practical e perience GPI already produced 29
start-up companies
GPI conducts a practical research of collaboration among start-up companies of GPI origin in
order to establish the support method and reinforce the supporting system for the GPI student
who found a new company The purpose of this study is the research on the reality and the effect
of collaboration and support systems among two start-up companies related to machine-vision
which were respectively established by the entrepreneur focusing on sales and the entrepreneur
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focusing on technology
Self-ethnography and narrative approach were adopted as research methods in this study As
results of the analysis it is suggested that division of roles is important for a collaboration
entrepreneur s identity has an influence on starting a business and collaboration and a parson
with the nature of secretary is suitable for the support task to develop a start-up company（JE ：
M

）
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