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要旨： 
	 本稿では、アントレプレナーシップの実践家と研究者が内省的対話のパートナーとして

の関係を生成し、継承するための方法の開発プロセスを記述する。実践家は、研究者との

記録媒体を介在した対話の反復を通じて、内省の習慣化を内省の仕組み化へ接続した。そ

して自らの認識パターンの解明を目論む実践の中での研究者となった。この方法によって、

組織の前の組織へアプローチすることで、組織の創発プロセスが記述されうる。 
 
Abstract:  
	 This article describes the process of developing a dialogue recording method for 
capturing entrepreneurial experiences. The method is effective for generating and 
inheriting a partnership for a reflexive dialogue between entrepreneurial practitioners 
and researchers. Based on the repetition of the dialogue with the entrepreneurial 
researcher—captured using the recording media—the practitioner can systematize 
his/her thoughts on the business system for the benefit of the stakeholders. As a result, 
the practitioner can function like a researcher, exploring and recognizing his/her 
patterns in entrepreneurial practice. Using this method, we can study preorganization 
to understand the emergent process of organization. 
 
キーワード： 
	 企業家的行動パースペクティヴ、企業家になりかけの企業家、組織の前の組織、内省的

対話、記録媒体 
 
Keywords: 
	 entrepreneurial behavior perspective, nascent entrepreneur, preorganization, 
reflexive dialogue, recording media 
  
                                                   
1 下記、このワーキング・ペーパーを引用する場合の文献情報である。 
伊藤智明（2014）「アントレプレナーシップの実践家と研究者との対話記録法の開発」神戸大学大学院
経営学研究科大学院生ワーキング・ペーパー, 201409a。 
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Ⅰ .  はじめに  
 
	 アントレプレナーシップと呼ばれる現象に実像があるとすれば、それはどのようなもの

か。どうすれば接近できるか。これらが本研究の動機である。人類がはじめてアントレプ

レナーシップということばを使った時、どのような現実を感じていたか。アントレプレナ

ーシップは、実践家のことばである一次的構成概念としても、研究者のことばである二次

的構成概念としても、使い込まれてきた。それらをなかったことにはできない。本稿では、

研究者のことばである二次的構成概念だけでなく、実践家のことばである一次的構成概念

も使って、実像へ接近し始める。我々が目指しているのは、実践家のことばと研究者のこ

とばを織り込んだ経営学のことばが、アントレプレナーシップの実像を見せる装置となっ

ていくことである。 
	 ある一定数の経営学者は、免罪符のごとく、「経営学は役立たなければならない」と主

張する。「経営学は役立っている」もしくは「経営学は役立っていない」というような望

みや諦めを表明しなくてすむように、アントレプレナーシップの研究者はリサーチ・デザ

インをする。そしてアントレプレナーシップの実践家と研究者は、記録媒体を介在する内

省的対話のパートナーとして何らかの秩序をつくり変えるプロセスに関与する。 
	 本稿の目的は、どのようにアントレプレナーシップの遂行過程で実践家と研究者とのよ

りよい関係をつくっていけばいいかという問題意識に基づき、アントレプレナーシップの

実践家と研究者の対話記録法の手順と狙いや開発プロセスを示して、その意義を検討する

ことである。第 2 節では、企業家的行動パースペクティヴの理論的課題を確認する。第 3
節では、企業家の内省的語りを観察するための手順と狙いを示す。第 4節では、この方法
の開発プロセスを記述する。第 5節では、この方法における実践家と研究者の関係を検討
する。 
 
Ⅱ .  企業家的行動パースペクティヴの素描  
 
	 本節では、アントレプレナーシップの実践家と研究者との対話記録法を開発していくに

あたって、組織の研究者が取り組むべきアントレプレナーシップ研究の理論的課題を明確

にするために、企業家的行動パースペクティヴの仮定を概説する。 
	 Shane & Venkataraman（2000）は、アントレプレナーシップへのストラテジック・マ
ネジメント・アプローチを仮想敵として、組織の研究者へラブレターを書き、アントレプ

レナーシップ研究をその待合せ場所として指定した。彼らは、アントレプレナーシップ研

究の独自のドメインとして事業機会の発見、評価、活用に焦点を合わせて、儲かりそうな

事業機会と進取の気性に富んだ個人の連結が（Venkataraman, 1997）、人々を企業家に
させると仮定する。このような仮定は、ストラテジック・マネジメント・アプローチのア

ントレプレナーシップに関する説明と予測（他社との競争優位性に関連する項目を従属変

数とする概念枠組み）の限界を克服するために置かれた（Venkataraman, 1997）。Shane 
& Venkataraman（2000）は、半ば強引に、事業機会の発見、評価、活用を核とした概念
枠組みを提示することで、アントレプレナーシップにおける企業家の意図とその結果をつ
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なぐプロセス（Low & MacMillan, 1988, p. 141）、すなわち、アントレプレナーシップの
意図せざる結果分析（cf. 沼上, 2000）についての探究を呼びかけた。 
	 Shane & Venkataraman（2000, p. 218）によって、組織の研究者が取り組むべきアン
トレプレナーシップ研究の課題として大きく 3つが設定された。第 1の研究課題は、事業
機会の源泉についてである。「なぜ、いつ、どのように、商品やサービスを創造するため

の事業機会は成立するか。」第 2の研究課題は、事業機会の発見、評価、活用プロセスに
ついてである。「なぜ、いつ、どのように、別の人々ではなく、ある人々は、これらの事

業機会を識別し、開拓するか。」第 3の研究課題は、事業機会を発見し、評価し、活用す
る個人の集合についてである。「なぜ、いつ、どのように、異なる行為モードは、企業家

的機会を活用するために、使用されるか。」この第 3の研究課題は、Venkataraman (1997) 
において、「…どのように企業家は新事業の開発や実行を促すために、資源の供給者との
関係を組織化（organize）しているか」（p. 131）とされていたものである。 
	 第 1と第 2の研究課題に関しては、企業家的ブリコラージュ（Baker & Nelson, 2005）
とエフェクチュエーション（Sarasvathy, 2001）がそれぞれ中核となる理論として構築さ
れている（Fisher, 2012）。第 3の研究課題に関しては、企業家の学習、失敗、感情など
に基づく研究成果が提示され始めているが、中核となる理論が構築されているとは言い難

い。この研究課題の解きにくさは、Learned（1992, p. 39）が迷路のメタファーで表現し
ているように、アントレプレナーシップの遂行プロセスの多様性や複雑性に由来する。 
	 この研究課題には、事業機会の認識（Venkataraman, 1997; Shane & Venkataraman, 
2000）と並行して、組織の創造（Gartner, 1988）が関わる。アントレプレナーシップの
組織行動パースペクティヴ（Gartner, Bird & Starr, 1992）、すなわち、企業家的行動パ
ースペクティヴ（Gartner, Carter & Reynolds, 2010）が、この研究課題に取り組む時の
基礎となる。企業家的行動パースペクティヴにおいては、企業家と非企業家を区別する個

人的特性にアントレプレナーシップの核となる性質を求めるのではなく、企業家になりか

けの企業家（nascent entrepreneurs）2が組織を創造するプロセスに求める（Gartner et al., 
2010, p. 101）。企業家的行動の成果は組織であり、企業家になりかけの企業家と組織の
関係は再帰的な（recursive）ものであると見なす（Gartner et al., 2010, p. 102）。この
関係の解明こそ、第 3の研究課題に関連して解くべき問題である。 
	 企業家的行動パースペクティヴは、Weick（1979）に依拠し、アントレプレナーシップ
を組織が創発3されるプロセスであると仮定する（Gartner et al., 1992; Gartner et al., 
2010）。企業家的行動は、組織行動の一種であるが（Bird, 1989）、進行中の確立された
組織のオペレーションの維持や変更に関わる個々人の活動を伴う行動ではなく、新しい組

織を創造することに関わっている個々人の活動を伴う行動のことである（Gartner et al., 

                                                   
2 Carter, Gartner & Reynolds（1996）は企業家になりかけの企業家を「新しい事業の所有者（ownership）
へ移行するという成功には至っていないが、新しい事業をつくり始めていると見なされた個人のことであ

る」（p. 151）と定義する。企業家になりかけの企業家は、潜在的な企業家と事業を興した企業家という
類型（山田, 2014）を前提とするだけでなく、平澤（2013）の未知のイノベーションと同様にフィールド
での出来事をリアルタイムで調査していくことを前提とする概念として使用する方向性があるだろう。本

稿は、後者の立場にある。 
3 本稿では創発を「複数の主体が相互作用することで、必ずしも予測できない結果がもたらされること」
と定義する。 
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1992）。組織を確立されたものではなく、創発されるものとして研究する。そして創発す
る組織を研究するとは、組織の前の組織（preorganization）と新しい組織の間を探究する
ことであり（Katz & Gartner, 1988, p. 429）、組織の前の組織とは、企業家になりかけの
企業家の組織をつくろうとする意図と ESR（イナクトメント、淘汰、保持: Enactment, 
Selection, Retention）サイクルから構成されるスキーマ4のことである（Learned, 1992）。 
	 組織は企業家になりかけの企業家の意図とスキーマから創発される。このような仮定か

ら組織の創発プロセスを解明するためのアプローチとして以下が導出される。企業家にな

りかけの企業家の意図が書き換えられるプロセス、および、スキーマが更新されるプロセ

スを観察することで、組織の創発プロセスを捉えようとする。このアプローチを成立させ

るためには、アントレプレナーシップを遂行している実践家の内省的語り5を観察しなけれ

ばならない。多くの場合、私たちは意図せざる結果（Merton, 1957）をきっかけにして、
その事態に対応するための内省を行い、行為と思考のプロセスであり、かつ、アウトプッ

トである意図やスキーマを変更しようとする（Schön, 1983, p. 56, 訳書, 57-58頁）。ア
ントレプレナーシップの研究者が実践家の内省的語りを観察する機会を得るためには、あ

る種の困難が伴う。多くの実践家は実践の中で内省をする機会を得られていないこと、ま

た、実践の中で内省することは、自らの置かれている状況が不確実であることを認めるこ

とになり、それは自身の弱さを示すサインになってしまうこと（Schön, 1983, p. 69, 訳書, 
71頁）に起因する。このような困難を克服するために、アントレプレナーシップの実践家
と研究者の対話記録法を開発する。 
	 沼上（2000）は、内省的実践家（Schön, 1983）と研究者（研究の実践家）との次のよ
うな関係を提案する（227-237頁）。第 1に、実践家と研究者は、内省的対話のパートナ
ーとして何らかの秩序をつくり変えるプロセスに関与する。経験や対話を通じて、長期的

にはお互いの知識と信念の限界を乗り越えられる。第 2に、研究者は、独自の視点から実
践家の内省的対話のプロセスを活性化する支援者になる。第 3に、内省的対話は同時代的
な対話に限定せず、歴史的な対話を含む。内省的対話のための記録媒体を介在することで、

同時代的な対話の継続から歴史的な対話へ展開していけるだろう。 
	 組織の創発プロセスの解明という企業家的パースペクティヴの理論的課題をより緻密に

検討していくためには、アントレプレナーシップを遂行する中での意図せざる結果とその

対応としての意図の書き換えやスキーマの更新の連鎖を追跡するための方法が開発されな

ければならない。その方法においては、内省的実践家としての企業家をアントレプレナー

シップの実践における予測と結果の関連を内省し、新たな事業機会に対する集合的信念と

新しい戦略の源流となる使用中の理論（theory-in-use）（Argyris & Schön, 1974）の構
築作業に取り組む理論家として扱う（Felin and Zenger, 2009）。 
 
Ⅲ .  アントレプレナーシップの実践家と研究者との対話記録法の手順と狙い  

                                                   
4 Neisser（1976）は「スキーマは行為のためのパターンであり、また、行為そのもののパターンでもあ
る」（p. 56, 訳書, 58頁）と述べている。 
5 Dewey（1933）によれば、内省は「その人の信念の根拠を評価すること」（pp. 3-16, 訳書, 3-17頁を
参照）である。語りとは、「広義の言語によって語る行為と語られたもの」（やまだ, 2007, 175頁）の
ことである。 
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	 本節では、企業家的行動パースペクティヴの理論的課題を検討するための方法について、

その手順と狙いを示す。前節では、企業家の内省的語りを観察する必要があること、その

ためには、アントレプレナーシップの実践家と研究者が内省的対話のパートナーとしての

関係を生成する必要があることを確認した。アントレプレナーシップの実践家と研究者と

の対話記録法では、内省的対話のパートナーとしての関係を生成し、継承するために、カ

ードという記録媒体を使用する。 
	 まず、アントレプレナーシップの実践家と研究者との対話記録法の方法論的基礎を確認

する。この方法では、対話的モデル生成法6（やまだ, 2007）に依拠し、アントレプレナー
シップの実践の可能的経験世界7へアプローチする。この方法論では、研究者を特権的な位

置に置くのではなく、内省的対話プロセスの一環としてその語りも記述する（やまだ, 2007, 
180頁）。やまだ（2007, 190-191頁）は研究結果の再現可能性に関する基準として、信
頼性に代わり、対話的省察性8を提出する。そして研究成果を公共化することで、信頼でき

るデータや解釈を目指す（やまだ, 2007, 191頁）。 
	 基本的な手順は以下のとおりである。約 1ヶ月半に 1度の頻度で実施される対話9を音声

で記録し、その逐語記録をカード化（梅棹, 1969, 37-64頁）し、実践家へフィードバック
する。これを反復する。この逐語記録を蓄積するためのカード化は、文字起こし、校閲、

切断、見出しの 4つの作業から構成される。アントレプレナーシップの実践家と研究者と
の対話を記録することで、語りテクスト10（やまだ, 2007, 185-190頁）を生成する。カー
ド法に基づく語りテクストの生成は、対話の音声記録が文字起こしされた一次テクスト、

カード化された二次テクスト11、二次テクストの編集による事例記述の三次テクスト、事

                                                   
6 対話的モデル生成法とは、「複数のフィールドの特殊性を生かしながら、いかにして共通性を見出し、
他の現場にも応用可能なことばで一般化していくかという試み」（やまだ・山田, 2009, 27頁）である。 
7 「『可能的経験世界』を扱う研究とは、『ここにある現実』と経験される現象を、理論（法則・モデル）
を構成することによって、可能的・予測的・演繹的に説明することをめざす研究として定義される。つま

り、今ここにはないが理想形や純粋形や典型としてありえる現象を『可能世界』として想定し、それを理

論構成によって、よりよく説明しようとする研究である。」（やまだ, 2007, 179頁） 
8 対話的省察性という基準を採用する時に、重要なことは、研究結果の同一性や一貫性を得ることではな
く、「自己のテクストや解釈を、対話的に『公開し』『公共化』し、他者・読者・批評家との対話プロセ

スが生成されること」（やまだ, 2007, 191頁）である。 
9 対話は、実践家からの打診があって、実施される。 
10 テクストとは、「広義の言語（記号）で語られたもの、あるいは書かれたもの」（やまだ, 2007, 185
頁）と定義される。 
11 以下、カード化された二次テクストのサンプルである。星印の右側は、対話の回数とカード番号であ
る。2013年 7月 10日（水）に実施した第 22回目の対話に関する 47枚目のカードということが分かる。
隅付き括弧の中に書かれているものが見出しであり、コロンの左側は語りの要約であり、コロンの右側は

カード作成者が考えたことになる。見出しの下部は、音声記録が文字起こしされた一次テクストになる。 
 
★22-47【いま、事業が大きくなってきて、内海勝統さんや友近忠至さんから学んだことが、大きな成果
となってきている（教わったときには、使いこなせない武器（アイテム）だった⇒いま、改めて、あそこ
でもらった武器（アイテム）が、こんなふうに使われるんだなということを感じた⇒武器（アイテム）を
使いこなせるようになり、強みとして発揮できるようになってきた）：複雑な全体像を制御するためには、

最小有効多様性（requisite variety）を確保しなければならない（そのための武器（アイテム）が「カー
ド」である）】 
 
この 1ヶ月の中で言うと、事業がやっぱ大きくなってきて、ますます、内海（勝統）さんだったりとか、
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例記述から抽出される半具象的モデル12の四次テクストというような多重のテクスト化を

伴う（cf. やまだ, 2007, 187-188頁）。 
	 対話記録法は実践の中での内省（reflecting-in-practice）（Schön, 1983, pp. 59-63, 訳
書, 62-65頁）の機会を与える。実践家による行為の中での知の生成（konwing-in-action）
を対話の逐語記録としてカード化することで、行為の中での知識に置き換える（Schön, 
1983, p. 59, 訳書, 61頁）。実践家は、行為の中で内省したことを対話の中で語り直し13な

がら内省し、記録を読みながら内省し、蓄積された記録を読み直しながら内省する。この

反復によって、アントレプレナーシップの実践家が内省を習慣化、さらには、仕組み化で

きることが、対話記録法の狙いである。そしてこの方法に対する実践上の厳密性と適切性

が認識されるようになると共に（平澤, 2008, 170-172頁）、実践家と研究者の関係は内省
的対話のパートナーとしてふさわしいものになっていくだろう。 
	 この方法に基づき、筆者は 2011年 4月より現在14まで、3社の起業経験がある乃村一政
氏との 27回の対話を実施してきた。現在、乃村氏は 38歳、19歳で結婚し、7人の子供が
いる。高校卒業後に吉本興業でお笑い芸人を目指したこともある。筆者との対話では、録

音と逐語記録作成の準備が整い次第、乃村氏が前回の対話からの期間を振り返り、印象に

残っている出来事を語り始め、アントレプレナーシップの実践での経験や予測のための理

論を言語化する（cf. 金井, 2005）。 
 
Ⅳ .  開発レポート  
 
	 アントレプレナーシップの実践家と研究者との対話記録法によって、どのように内省の

習慣化と内省の仕組み化がもたらされるか。企業家の語りを引用しながら記述する。 
 
	 1. 準拠枠として研究者のことばを活用する  
	 2011年 4月 11日（月）、奈良県香芝市にある SOUSEI株式会社（以下、SOUSEI）
は大阪産業創造館で震災復興セミナーを主催する。この時、SOUSEIは第 1期目の第 4四
半期を迎えたところだった。「私の経営思想とこれほどまでに一致する方とお会いしたこ

とははじめてでした。」セミナー終了後、彼はブログにそう書いた。明くる日の晩、私た

ちはメールでやりとりをする。私は組織化理論やエスノグラフィーという方法論を踏まえ

て、経営者と経営学者の仕事についての考えを書き綴った。彼から返信が届く。 
 
                                                                                                                                                     
友近（忠至）さんだったりから学んだことが、とてつもなく大きな成果として出ているというか。あのア

イテムって、実は、教わったときには、僕は、よう使いこなせないような武器だったんだな。いま、こう

やって、事業が大きくなってきて、人から注目されるようになってきて、改めて、あそこでもらったアイ

テムが、ああ、こんなふうに発揮されるもんなんだっていうのをいま、感じたんですね。 
12 半具象的モデルとは、「あらゆる現象に適用できる代わりに現実とは乖離する抽象モデルではなく、
また無限に多様な具体的現実を個々に写実的に写し取る具象モデルでもなく、具体的現象をできるだけ単

純化しながら具体性を保持するための必要最小限の有意味情報を含むモデル」（やまだ, 2002, 109頁）
のことである。 
13 語り直しとは、「語りを、ユニークでオリジナルな主体が独創的に語る個性的な物語とみなすよりも、
いつかどこかで誰かが語った語りの反復やヴァリエーション」として捉えるための概念である（やまだ, 
2006, 200頁）。 
14 2014年 9月。 
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未開の地に足を踏み入れることが経営学であり、真似する者が経営者であると思いたい。

経営者が経営学に出会い、感性を解き明かすことを身につける。これが飛躍の第 1ステ
ージではないかと考えています。 

 
	 20年後の自分にとって、語りを記録していくことは価値がある。彼はそう考えた。第 1
回目の対話は、木下記念事業団神戸学生会館15の会議室で実施された。その会議室から 15
歩程度で行き来できる距離に、図書室があった。私は多くの時間をそこで過ごしていた。

私たちはアントレプレナーシップの実践家にとってのフィールドと研究者にとってのフィ

ールドをスムーズに行き来しようとした。経営学のことばによって、経営者としての自分

が考えていることをよりよく伝えられる。「これが経営学なのであれば、セッションを重

ねて、（自分の考えや変化を）分解していってほしい。」ふたりの対話を「ことばの交換」

と呼ぶことになる。 
 
今日、感銘を受けたのはこの建物。私には、最終章において（この建物のような）後世

が求めている環境をプレゼントする義務がある。 
 
	 「ことばの交換」は継続されなければ、真価が発揮されない。私はそう考えた。継続さ

れるための動機が、長い時間幅で価値が提供されるだろうという期待だけでは心許ない。

対話を洗練するだけでなく、汎用性のある研究者のことばと記録のフォーマットを導入し、

その実践上の厳密性と適切性を認識できなければならない。非感応尺度などの研究者のこ

とばを対話の中で伝えた。それらを彼は準拠枠として活用する。 
 
非感応尺度っていうのは、この 1年半ぐらい、これほど万能なものがあるのかというぐ
らい、ありとあらゆるシーンに適用してきたんですよね。経営者って、常に何か足りな

いけど、何が足りないか分からないという日々を絶対に過ごしていると思うので、そう

いう万能なというか、いわゆるハブ的な考え方、ものの見方、ものの計り方みたいなも

のは、すごい価値のある言葉だなと。長きにわたって、僕の考え方の基準のひとつに、

きちんとなっているんですよね。物差しになっているんですよね。何か解決できない問

題があった時に、「隠しようのない真実」は、どこにあるんだとか。やっぱり、そうい

うふうにキーになってくるんですよね。 
 
	 対話を重ねる中で、記録のフォーマットは文化人類学者の梅棹忠夫らが考案したカード

法に近づいた。カードはアントレプレナーシップの研究者同士にとっての共同研究の素材

となるだけでなく、アントレプレナーシップの実践家と研究者にとっての共同研究、さら

に言えば、共同実践や共同教育の素材となる。「ことばの交換」を継続することは、カー

ドが蓄積されることを意味することになった。「自分が語った言葉によって、自分が内省

する。現実的にこのようなことができるのですね。」私たちはカードを内省の道具として

使いこなそうとした。 
                                                   
15 木下記念事業団は、マルイトグループの創業者である木下政雄氏の資産を元に設立された。第 1回「こ
とばの交換」実施前に、神戸学生会館の 2階にある創業者像をふたりで見た。 
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僕が尊敬している部分は、カード化っていうやり方を自分のフォームにしたことだと思

うんですよ。読み手としてあれを見た時に、すごい隙がいっぱいあるんです。こっちに

考えさせてくれる隙間をもって、つくってあるんですよね。しゃべり過ぎず。結局、会

話してるわけであって、カードが返ってくると、そのカード見て、僕が会話始めるわけ

ですよね。会話する時に、大事なのは、100パーセント言ってないことなんです。 
 
	 2. 語りの素材として実践家のことばを活用する  
	 「ことばの交換」において、彼はメンターのことばを語り直すようになる。2011年 9
月には、友近忠至氏と出会い、SOUSEIの顧問になってもらった。「業務が 3倍になった
ら、人員を 3倍にするような会社にしてはならない。」「あなたができることを他の人が
できるようにしなさい。」「あなたが一流の経営者になっていくのであれば、今後、怒る

ということを捨てていきなさい。具体的には、ICレコーダーを持って、よき参謀を想定し
て、話しかけなさい。そういう習慣をつけるんです。」「数字という共通言語を早く覚え

なさい。」それ以来、月に 1回、多摩にある友近氏の自宅を訪れての問答が繰り返された。 
 
友近さんは同じ話を何回もするんですけど、1つ決めていることがあって、はじめての
ように聞く。それは、僕のためなんですよ。（前回までは、）触れなかった僕の琴線に

触れるかもしれない。起業家としてのセオリーの 1つ。同じ話は何回も聞こう。 
 
	 2012年 3月になり、彼は東京へ進出しての事業づくりを模索し始める。2012年 4月に
は、シリコンバレーへ向かい、Nest社（Nest Labs）などを訪れた。2012年 7月 18日（水）、
安田佳生氏が主催する中小企業経営者のための勉強会へ参加することで、東京進出に向け

た基盤を固めていく。安田氏には、東京で新たに設立する会社の顧問になってもらった。

「会社は規模じゃない。規模なんか追い求める時代じゃないし、企業が規模なんか追い求

めるのは、危険なだけだと思ってる。」年商 1,000億円の企業を目指すと言い続けた彼に
対して、安田氏が言い続けたことである。 
 
人嫌いな僕が、非常に好感を持てたんですよね。安田さんに。それが何なのかというと

自分の気配を消す。無色になれるというか。根本的には、非常にカラフルな人間にも関

わらず、1回ミスをしたことで、無色へのなり方を知ったといいますか。 
 
	 2013年 10月 11日（金）、東京での事業は廃業という結果に終わった。廃業前、安田
氏からは「理念は何ですか。乃村さんが一生を通してやり遂げたいことは何ですか。僕に

は、正直、分からない。見えない。乃村さんの言葉からは感じ取れない」と言われていた。

2014年 2月、増永寛之氏から連絡をもらう。増永氏とは、SOUSEI設立直後に手紙を送
って、会うことができ、東京での事業に取り組んでいた 2013年 1月にも、再度会って、
アドバイスをもらっていた。「あなたのために犠牲になる人があまりにも多すぎて、そん

なことが成功するとは、僕は思えないんだよね。」約 4時間に及ぶ説教や指導を受けて、
事業や経営の考え方を見つめ直す。 
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自分では少し分かってはいたものの、ストレートにそうやって話をしてくれる人ってい

うのは少なかったので、というか、ほぼいなかったので、すごく省みるいい機会になっ

て. 
 
	 これらの人々の教えを語り直しながら、彼は内省の仕組み化に取り組む。3つの例を挙
げておく。 
	 第 1に、友近氏から教わった業務カードや棚札16の発想を取り入れた。業務カードは、

自分自身の仕事の手順を参考にして、社員と共同で作成した。「必要とすることに応える

という作業よりも自分ができることを人にできるようにすること。これこそが僕にしかで

きない作業。」 
	 第 2に、「隠しようのない真実」を発見するために、モデルハウスでの顧客行動や住宅
購入後の顧客の声を記録し始めた。それぞれの記録作成を担当するべく、2011年 9月に
は、絆ガールズ、2012年 5月には、SOUSEIアフターフォローチームが発足された。メ
ンバーは、顧客を訪問する前後に、顧客との関係の状態や訪問時の感想などの情報をシー

トに記入しなければならない。顧客訪問前に営業担当者から情報を聞き取るタイミングと

顧客訪問後に営業担当者へ情報をフィードバックするタイミングの 2段階での内省の契機
がその情報を記入する過程に埋め込まれている。それを彼は垢擦りのメタファーで表現す

る。「垢擦りみたいなものですね。綺麗な身体からいっぱい垢が出てくる。いくら、ここ

で（営業や設計と顧客とのコミュニケーションにおいて）は綺麗な状態をつくれたとして

も。これは顧客とのリレーション（を育てるということ）ですね。」 
	 第 3に、「ことばの交換」での内省の習慣化を踏まえて、上司と部下との問答を SOUSEI
の習慣として定着させていった。「お客さんとこ行くにしても、誰に会いに行って、何を

しに行って、相手に何を伝えてきて、どんな成果を上げて、今日は帰ってくるんだという

ことをやはり習慣のように考えるようになってきた。だから、新入社員の人たちは当然ま

だ考えられないんで、新入社員の人達が考えてないと、そこに違和感を抱くようになる。

これが文化なのかな。」 
	 顧客が想像していない方法で問題解決をすることで、情報の非対称性を発生させ、利益

率を高める。そのための内省の仕組み化である。「どんな企業にも二次曲線的に伸びる時

があって、成長、成功する企業というのはね。どの企業も驚異的に支持される時って、あ

ると思うんですよね。」彼は、完成形が分からないジグソーパズルを組み立てていくかの

ごとく、成長のレバレッジ・ポイントをつくり込んでいる。 
 
驚きだったのが、会社で社員同士がしゃべっているのを聞いたんですよ。「どうして、

こういうアイディアが出るんですか。」「常にものを考えるときに、社長ならどうする

かな、社長なら何考えるかなって、いつも思ってる。そうすると奇妙な考え方ができる

ようになるんだ。」自分を継承してくれてるということよりも考え方のバリエーション

を増やせたっていうことが、すごいなって思って。 

                                                   
16 棚札とは、友近氏が開発した「消去法在庫管理システム」（上前, 1982, 102頁）のことである。 
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	 3. 内省の装置として「ことばの交換」を活用する  
	 「ことばの交換」を反復する中で、なぜアントレプレナーシップの実践家は内省するか。

3つの理由が考えられる。 
	 第 1に、違和感に気づき、それに対処するためである。「僕の仕事の根底にあるものな
んですけど、違和感をなくせば、事業は上手くいくっていうのが、僕の考えなんですけど。」

内省の習慣化や内省の仕組み化は違和感に気づくための仕掛けづくりである。自分や他人

の言葉を語り（語り直し）、読む（読み直す）ことで、すでに分かっている自分の判断を

すり合わせている。 
 
たぶん、自分の中で感じる違和感だと思うんですよ。その現状に対して違和感を感じた

ら、それが成功であろうが、失敗であろうが、省みようとすることがたぶん内省ですよ

ね。だから、もっともっと、人に分かり易いように伝えるとしたら、要は勝ちのパター

ンというか、勝ちのフォームというんですかね。フォームからずれてるって感じた時に、

内省をする。 
 
	 第 2に、精神の強度を向上させるためである。「自分の精神を頑強にするために、内省
をする。何か反省をするために、内省するんじゃない。」リアルタイムで自分の言葉を記

録していくことは、自分の認識がその結果と関連づけられていくことを意味する。それは、

望ましい結果が出た時や出なかった時に、どのような解釈をするかのトレーニングとなる。 
 
経営者って、やっぱり、経営していたら、嫌なことばっかりなんで。嫌なことに打ち克

つ強い心を持とうとすると、程よく、自分の心を騙さないと駄目なんですよね。やっぱ

り、適度に嘘をついてあげて、適度に勘違いさせてあげないと。でも、自分の言葉ばっ

かりはもう嘘つけないし、逃げれないんですよ。逃げても、逃げても、自分が先々月言

った言葉だったり、先月言った言葉なので。そうすることで、起業家は段々段々自分が

出す言葉に責任を持つようになると思うんですよ。 
 
	 第 3に、実践で使用している理論を言語化するためである。一例を挙げておく。「事業
とは、魚にこちらへ泳いできてもらうようにすることである。」彼は魚釣りのメタファー

で事業観を表現する。SOUSEI流のマーケティングとは、いかに顧客へアプローチするか
を考えるのではなく、いかに顧客になろうとしている人々の期待に応え、SOUSEIを選ん
でもらうかを考えることである。東京での事業づくりを終えた後、この理論のさらなる使

用が認められた。遅効性の集客施策としての香芝市やその近くの美容室やカフェとのコラ

ボレーションである。それは、「香芝で人とサービスをつなぐ」という新たな顧客価値の

提供を目指すためのものでもある。 
 
結局、自分の考えとか、自分の生き方を選択するっていう作業をしてて。そこで、あっ、

この考えで生きていこうと、この考えを選択していこうというのが、たぶん、固まって

いるんだな。これが「ことばの交換」で僕が得ていることなんだろうな。 



 11 

 
	 2014年 7月 15日（火）、第 27回「ことばの交換」が実施された。そこで語られたこ
とは、起業家であることを中断して、経営者になるという宣言だった。私は、7月 23日（水）
に、その回の逐語記録、7月 31日（木）に、彼の経験が題材となっていて、企業家の失敗
をテーマにした共同研究の成果である原稿を送付した。8月 2日（土）、彼からメールが
届く。過去から現在に至る長い時間幅での自分の認識パターンを解明する。彼は、実践の

中での研究者になったかのようである。 
 
「ことばの交換」をはじめから読み返してみました。その当時の風景や匂い、その時の

感情までフラッシュバックされ胸の痛い思いです。僕にとってはリアル過ぎる歴史です

が、1つ思ったことがあります。これらの内容を各回ごとに添削してみようかと思いま
す。今だから分かる、もしくは、客観的に見て、この考え、この行動はこうすべきだね

ということを今の自分が過去の自分に教え諭す。そんなことをやってみようかなと思い

ます。自分の過去から、自分の失敗から学ばなきゃ、活かさなきゃ、僕は真の経営者に

なれないと思うのです。 
 
Ⅴ .  アントレプレナーシップの実践家と研究者の関係  
 
	 我々が、アントレプレナーシップの実践家と研究者との対話記録法を開発し始めて、約

3年半になる。これは終わらないプロジェクトになる。始まりがあり、終わりがあるとい
う有期性はプロジェクトの条件として挙げられる。終わらないプロジェクトを語義矛盾で

あると思うかもしれない。アントレプレナーシップの実践は、プロジェクトの語源である

「前に（pro-）」「投げる（-ject）」ことの連続である。この実践の中で、また、この実
践を内省することで、企業家は意味ある連鎖を発見する。この活動には、終わりがない。

以下、アントレプレナーシップの実践家と研究者の役割を確認し、この方法の目的を提示

する。 
	 Schön（1983）は、実践の中での研究者となる内省的実践家が「すでに確立している理
論や技術のカテゴリーに頼るのではなく、行為の中の内省を通して、独自の事例について

の新しい理論を構築する」（p. 68, 訳書, 70頁）と主張する。この実践家の探究では、行
なうことから考えることが分離されない（Schön, 1983, p. 68, 訳書, 71頁）。アントレプ
レナーシップの実践では、どのようにこの種の探究がなされるか。今後、企業家の学習、

失敗、レジリアンスなどのトピックに関する先行研究を参照しながら、この研究課題に取

り組む。 
	 企業家とは、何を探究しているか、すなわち、アントレプレナーシップとは何か。アン

トレプレナーシップの実践家と研究者の役割を確認するにあたって、この問いに答えてお

く。アントレプレナーシップとは、事業システム17を生成、継承しながら、それを制御す

るための記録の単位を探究する活動である。記録の単位とは、事業や経営に関する実践家

の解釈が外在化（enact）されたものであり、社員、顧客、業者などの利害関係者が意識し
                                                   
17 事業システムとは、「ある企業が他の企業と協働して顧客に価値を届けるための仕組み」（山田, 2013, 
41頁）のことである。 
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て、もしくは、無意識に参照しているデータベースのフォーマットとなる。企業家とは、

言わば、利害関係者による伝言ゲームのルール・メーカーである。企業家は、事業システ

ムを制御するための記録の単位を探究しながら、記録媒体とコミュニケーション・メディ

アをデザインして、成長のレバレッジ・ポイントをつくり込む。 
	 アントレプレナーシップの実践家は、自分たちが生成、継承する事業システムを制御す

るための記録の単位を探究する。アントレプレナーシップの研究者は、そのような企業家

的探究のドキュメンタリーをつくる。これらの役割を遂行する場合、実践家と研究者との

境界を曖昧なものにさせる必要がある。互いの役割を交換する、互恵的な関係を育てなけ

れば（Bateson, 1972, pp. 61-72, 訳書, 118-131頁）、企業家コミュニティの存在理由は
失われる。アントレプレナーシップの実践家と研究者の関係を生成し、継承していくため

に、「私たちはどこからやってきたのか」を問う原初的状態のリマインダー（金井, 1994, 
459-476頁）をデザインする。 
	 組織研究の北欧学派を標榜する Czarniawska（2008）は「（社会科学の研究における）
多くの貢献が予測と形式化を含むものである。…なぜ、構築中である世界の形式化を試み
なければならないか」（p. 779）と問う。「ことばの交換」とは、アントレプレナーシッ
プの実践の中での予測、すなわち、再現のための方法である。この場合の再現とは、研究

者が同一の対象を同一の手順で分析した場合、同一の結果になるということではない。実

践家と研究者が共同で何らかの成果を出す確率をできるだけ高めるという意味である。そ

のための手段が形式化である。本研究での形式化のアウトプットは、多重のテクスト化を

伴う半具象的モデルとなる。以上が現時点での答えである。 
 
Ⅵ .  おわりに  
 
「私は組織化の研究に対する正しいアプローチを発見したと主張しているのではない。他

の研究者と同様に暗中模索している。」（Czarniawska, 2004, p. 787） 
 
	 Czarniawska（2004, p. 784）は、組織エスノグラフィーを自称する研究の多くが濃密
な記述というよりもお手軽な記述（quick description）であるという Bate（1997, p. 1150）
の見解に同調する。長期の参与観察を伴うというエスノグラフィーの基本的なルールは、

近代の組織化を研究する場合、参加、時間、空間、不可視性に関わる 4つの問題をもたら
す（Czarniawska, 2004, pp. 784-788）。これらの問題を解決するにあたって、組織化研
究のためのモバイル民族学を発明する必要がある（Czarniawska, 2004, p. 788）。アント
レプレナーシップの実践家と研究者との対話記録法に基づく研究は、現場存在証明のため

に、データを収集し、それを二次的構成概念で説明し、即席のモデルを構築するのではな

く、実践家のことばと研究者のことばがテクストとして素材や触媒となる実践の中で熟成

可能なモデルを生成する。 
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