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中小ファミリービジネスにおける 
境界連結者の役割とスピンオフ企業の創出

東洋大学　山本　聡
小松精機工作所　小松隆史

１．問題意識と本論文の貢献

日本は世界有数のファミリービジネス大国である。日本の中小企業の大半は
ファミリービジネスであり，日本の中小企業研究でも，ファミリービジネスの論
理に焦点が当てられるようになっている。中小企業の小規模性や組織の単純性を
鑑みれば，その経営行動は，大企業と比べて，社会情緒的資産などファミリービ
ジネスの論理を色濃く反映する。本稿では中小ファミリービジネスにおけるスピ
ンオフ企業の創出プロセスに着目する。スピンオフ企業とは「母体企業のコーポ
レート・アントレプレナーシップが，独立した企業として結実したもの」だと捉
えられる（Bager, T., et al., 2010）。そして，中小ファミリービジネスのコーポレー
ト・アントレプレナーシップにはファミリービジネスの論理が介在することが繰
り返し指摘されている（Gomez-Mejia, L.R., et al., 2011）。

日本では産業構造の変化が急速に進展している。その中で，スピンオフ企業は
新事業や新産業を創出する役割を担うとされた（山田，2004）。以上より，母体
企業としての中小ファミリービジネスがどのようにコーポレート・アントレプレ
ナーシップを発露し，スピンオフ企業の創出に至ったのか，そこにファミリービ
ジネスの論理がどう介在したのかを問いとして設定し，探索的に解答することは
学術上，経済政策上の意義と妥当性がある。日本の中小企業研究でも稲垣（2003）
と長山（2012）などで，母体企業とスピンオフ企業の関係に焦点が当てられてき
た。稲垣（2003）ではイタリアの包装機械企業を対象に「スピンオフ連鎖」の概
念を提示した。そして，従業員が母体企業にて，起業に関する学習をし，起業を
動機付けられ，起業に必要な経営資源を得るためのネットワークを構築すること



74

で，スピンオフ企業が創出されるとした。長山（2012）は，技術者が母体企業内
外における「実践コミュニティ」の中で，製品開発に関する技術的な知識や創業
に関する知識を学習し，スピンオフ企業を創出すると指摘した。しかし，これら
の研究では，ファミリービジネスとしての母体企業の性質，ファミリーとしての
経営陣の行動の論理とスピンオフ企業創出の関係が捨象されている。

本稿では上述したプロセスを探索的に解明するにあたり，独自の分析視点とし
て，「境界連結者」と「心理的オーナーシップ」の二つの概念を提示する。後述
するように，境界連結者は自社と他組織を繋ぎ，組織に革新をもたらすとされる

（Ryan, A., and O’Malley, L., 2016）。近年，ファミリーとしての境界連結者の行
動（＝境界連結行動）が分析対象の俎上に上がっている（Herrero,I., and 
Hughes, M., 2019）。これは心理的オーナーシップも同様である。ただし，ファ
ミリービジネスからのスピンオフ企業の創出プロセスに関して，境界連結行動と
その駆動力としての心理的オーナーシップを分析視点に設定した研究は非常に少
ない。言葉を変えれば，ファミリービジネスの経営における論理，ファミリーの
境界連結行動，スピンオフ企業創出といった事象は分析対象としてリンクされて
こなかった。こうした既存研究の空隙を埋めるための仮説の提示が本稿の貢献で
ある。

本稿では，山田（2004）や長山（2012）に則り，中小製造企業を母体企業とし
た研究開発型のスピンオフ企業に着目する。具体的には，長野県諏訪市の著名な
自動車部品企業のファミリー・経営陣である小松隆史 専務取締役（以下，小松氏）
の行動と語りを叙述し，同氏がスピンオフ企業を創出したプロセスに焦点を当
てる。

２．既存研究のレビューと分析視点の構築

中小ファミリービジネスがコーポレート・アントレプレナーシップをどのよう
に発露しているのか，そのプロセスや程度に関する学術上の関心が高まっている

（Eser, G., et al., 2012）。例えば，近年，ファミリービジネス研究で着目されてい
る論理が，社会情緒的資産である。そこでは，ファミリービジネスの経営に関す
る意思決定や行動に関しては，非金銭的な要因が大きな役割を果たすとしてい
る。中小ファミリービジネスは「ファミリー・メンバーに地位や役割を与えるた
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めに，新たな事業や部門を立ち上げる」と述べられているが，そこに介在する論
理の具体的な記述は少ない（Gomez-Mejia, L.R., et al., 2011）。中小ファミリービ
ジネスのアントレプレナーシップは，事業承継の際の世代間の関わり合いなど
ファミリー・メンバー間の協働や人間関係が重要とされる（落合，2014）。そう
した関係の軸となるファミリー・メンバーが，コーポレート・アントレプレナー
シップの発露に際し，どのような論理の下にどのように行動をしているのか，そ
の具体的な姿は十全には明らかになっていないのである。

本研究ではこうした既存研究上の空隙に対し，探索的研究を行うための視点と
して，境界連結と心理的オーナーシップの二つの概念を援用する。一つ目の境界
連結は経営学における古典的な概念であり，自社と顧客企業や大学，研究機関な
ど外部組織を連結させ，ある環境に適合させる行為のことを示す。そして，その
役割を担う主体のことを境界連結者と呼ぶ（Aldrich, H., and Herker, D., 1997）。
既存研究では，境界連結は企業経営に関する様々な事象に介在していると指摘さ
れている。企業が事業機会を発見したり，活用したりするには，外部からの新た
な知識の獲得が必要になる（Zahra et al（2009））。例えば，Comacchio, Bonesso, 
and Pizzi. （2012）は産学連携による大学から企業への知識移転に境界連結の概
念を用いている。Aldrich and Herker（1977）では，境界連結者には以下の二つ
の機能があるとしている。一つは外部からの情報を処理し，利用可能性を高めて，
自社に搬入する「情報処理」である。もう一つは，自社の代表として，外部から
資源を獲得する「外部代表」である。また，境界連結者は特有の思考と行動から，
企業に革新と新事業をもたらす。さらに，境界連結者がより多くの起業家精神を
有したとき，当該事業はスピンオフ企業となり，独立することになる（Bager, T., 
et al., 2010）。言い換えれば，スピンオフ企業の創出は，企業におけるコーポレー
ト・アントレプレナーシップをより顕著に発露した結果なのである。

なお，中小ファミリービジネスでは境界連結は経営陣の主たる役割の一つとさ
れてきた（Eriksson, T., et al., 2014）。それでは，境界連結行動の駆動力は一体，
何なのだろうか。中小ファミリービジネスにおけるファミリーの境界連結者とし
ての駆動力に関して，既存研究から，以下のような仮説的な論理が導出できる。
ファミリーは境界連結者の役割を担うに足る意欲と権限を有していることが多い

（Samara, G., et al., 2018）。ファミリー・メンバーはえてして，自社のアイデンティ
ティに照らし合わせながら，他のメンバーと相互に「自分には何ができるか」，「自
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分はどのような役割を担うのか」といったアイデンティティを構築しようとする
（Wielsma, A.J., and Brunninge, O., 2019）。その上で，個々のファミリー・メン
バーは自社におけるセルフ・ポジショニングを行うのである（Mussolino, D., et 
al., 2019）。これらの議論を探索的研究に用いることを目的として，本稿では心理
的オーナーシップを仮説的な分析視点として，提示したい。心理的オーナーシッ
プとは，「ある組織をどのくらい“自分のもの”として感じられるか」という概
念である（Pierce, J.L., et al., 2001）。より具体的にはある組織において，何かを
できる「有効感」，何かによって他者と区別される「自己同一性」，何かに属して
いるという「所属」の三つの要素をどのくらい感じるか，その統合された程度か
ら構成されている。近年，心理的オーナーシップは中小ファミリービジネスの
コーポレート・アントレプレナーシップの程度に正の影響を与えるとされている

（Rau, S.B., et al., 2018）。幾つかの既存研究では，個人の心理的オーナーシップ
の程度は境界連結行動の程度に関係があるとも示唆されている。ただし，心理的
なオーナーシップと境界連結行動の二つの事象が，ファミリービジネスの論理を
介在させた上でどのように結び付いているかは既存研究では明らかになっていな
い。これらの既存研究の成果から，本稿の仮説的分析視点として，図表１を描け
る。ファミリー・メンバーが有効性，自己同一性，所属の三つの心理的オーナー
シップの要素を向上させようとする。その一つの手段として，ファミリービジネ
スの論理の下，境界連結者としての外部代表と情報処理の機能を果たす。その延
長線上にスピンオフ企業を創出する。以上を仮説的な分析視点としながら，次節
では探索的な事例研究を行う。

図表１．本稿における仮説的分析視点
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３．事例研究

３-１．事例研究の対象としての妥当性
本稿では小松精機工作所 専務取締役 /ナノ・グレインズ社長 小松氏のシング

ル・ケースを提示する。長期的な追跡調査によるシングル・ケースの分析は，仮
説の提示のための有用な手段の一つである。既存研究でも，上野・北山（2014）
やLewis （2015）などシングル・ケースを用いた研究は数多い。また，当該ケー
スは事例研究上の知見が最大限に得られるようなものでなくてはいけない。その
ため，事例に関して，一に事例研究上の特徴から示唆的であること，二に事例研
究対象が自身の経験を他者と開放的に共有することに興味があることが条件にな
る（Eriksson, T., et al., 2014）。一に関して，小松精機工作所はその社名が示す
ように，小松家が所有・経営する典型的な中小ファミリービジネスである。ただ
し，ドイツの大手自動車部品企業のPreferred Supplierであり，主力事業である

「燃料噴射ノズル」の世界シェアは数十％までに上る。タイに海外生産拠点も有
し，グローバルな事業展開を特徴としている（詳細は山本（2016）参照）。グッ
ドカンパニー大賞，地域未来牽引企業など社外からの評価をえている。加えて，
小松氏はナノ・グレインズをスピンオフ企業として創出したことにより，アント
レプレナーシップ・オブ・ザ・イヤーJapan2016甲信越代表に選ばれ，ナノ・グ
レインズ自体も経済産業省から地域中核企業に認定されている。ナノ・グレイン
ズは山田（2004）や長山（2012）が言及する研究開発型のスピンオフ企業として
捉えることができる。そのため，既存研究との整合性も高い。二に関して，小松
氏の企業家行動とその延長線上にあるスピンオフ企業に関しては，本稿の第一著
者により，９年間の追跡調査が行われている（山本，2016など）。また，小松氏
は本稿の第二著者にもなっていて，これは自身の経験を他者と開放的に共有する
ことの証左である。

３-２．小松氏のライフヒストリーの概要
小松氏のライフヒストリーの年表とファミリーの家系図は図表２と図表３のよ

うになる。小松氏は東京電機大学卒業後，ファミリーの中で，唯一の理工系学位
の取得者として，小松精機工作所に入社した。生産技術部に配属された後，ドイ
ツ企業との取引に従事するために，英国に留学する。帰国後，2002年から独立行
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政法人材料・物質研究機構（以下，NIMS）との共同研究を推進する。地元の商
工会議所が地域の中小製造企業に対し，NIMSとの共同研究を募集しており，そ
れに呼応したのである。NIMSとは超微細粒鋼と高窒素ステンレス鋼に関する加
工技術と製品展開の研究を展開していった。そうした中で，小松氏は経済産業省
の戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業），地域新生コンソーシアム研
究開発事業に申請していく。その上で，産学連携事業を展開することで，研究開
発資金を獲得し，材料に関する新たな知識を社内に搬入していったのである。当
該研究成果を論文として，発刊することを目的として，2004年頃から学会活動に
も参画していく。2016年には東京電機大学から博士号も授与されている。一方，
小松氏はドイツ企業やアメリカ企業との取引にも上述した研究機関・大学との共
同研究で得られた知識を援用した。ドイツ企業などでは，調達担当者が博士号を
有していることも珍しくない。また，ドイツ企業とは「顧客からの要望・相談」，

「提案と仕様の決定」，「試作金型の製作」，「トライ成形，試作品の納品」，「量産
化」，「納品」の各工程で，レビューが頻繁に繰り返された。その際，NIMSや大
学との共同研究によって得られた知識が肝要になった（山本，2016）。

なお，ドイツ系自動車部品企業との取引に専従していたことから，小松氏はド
イツの自動車関連のプレス部品企業が医療機器産業に展開を始めていることを認
識していた。その結果，医療機器産業参入を志向するようになったのである。そ
の上で，ある学会で，国内大手医療機器企業B社の担当者の前で，報告する機会
を得た。さらに，B 社に招聘され，当該研究・実験を社内で行った。そして，小
松氏は自社がこれまで共同研究を推進し，蓄積してきた「超微細粒鋼の加工特性」
の技術・ノウハウが医療機器に応用できることを認識した。小松氏は医療機器産
業参入のため，超微細粒ステンレス鋼などの金属材料の研究開発や内視鏡用処置
具などの医療機器ODMを実施するナノ・グレインズを起業している。

３-３．出来事における語りと解釈
３-２で示したライフヒストリーに関し，小松氏の意思決定と行動に関する「出

来事」をまとめたものが図表４である。図表４では，これまでにアーカイブされ
た小松氏のライフヒストリーに関して，「小松精機工作所入社」から「ナノ・グ
レインズの立ち上げ」の10の出来事が示されている。以下，本稿の分析視点に基
づき，解釈をする。まず，小松氏は小松精機工作所に入社した際，生産技術部に
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図表２．小松氏のライフヒストリー年表

1971年７月生まれ
1995年３月	 東京電機大学　工学部　機械工学科卒業
1997年９月	 ロンドン大学　キングス校　国際経営学修士満期退学
1999年10月	 小松精機工作所　入社　生産技術部　配属
2001年	 ドイツの大手自動車部品企業の担当になる
2001年	 物質・材料研究機構との共同研究開始
2008年～	 物質・材料研究機構	外来研究員
2010年９月	 Ph.D取得活動開始（東京電機大学　工学部　松村研究室）
2011年９月	 EWACC（英国企業	アート関係　国際芸術コンペ等）　アドバイ

ザー就任
	 社内では，生産管理課→製造部を歴任
2014年11月	 ㈱ナノ・グレインズ　代表取締役社長　（兼務）
2016年３月	 東京電機大学　博士号取得
2016年11月	 EY	アントレプレナーシップ・オブ・ザ・イヤー	Japan	2016	甲信

越代表

図表３．小松氏の家系図
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配属された（出来事①）。その上で，以下のように語っている。

「加工機の全ての実習と全ての製造部門を回ったのは社内でも自分ひとりであ
り，社内で可能な加工技術の把握を行うことができた」（出来事①：小松隆史
の語り）

先述したように，小松氏はファミリー全体の中で，唯一の理工系学位の取得者
である。そのため，ファミリー・メンバー間の関係性の中で，生産技術部への配
属がなされたと考えられる。ビジネスの中で，自身特有のポジショニングを受動
的になされたことが，二つの出来事の背景に存在している。そして，出来事③で，
小松氏はNIMSとの境界連結を遂行している。出来事③に関しては，

「小松精機工作所内に材料に詳しい人は，現社長（当時専務）だけであったため，
今後の企業競争力と経営者としてのポジショニングとしての知識を得らえる機
会と判断した」

「事業承継していくにあたって，（NIMSとの共同研究で），自分のポジション
を獲得しようとした」

「ファミリー・メンバーだったので，自分でできるかどうかを選択することが
できた」（以上，出来事③：小松隆史の語り）

といった語りがなされている。すなわち，小松氏はファミリーから，ファミリー・
メンバーの中でのポジションを先行的に与えられている。そうしたポジションに
立脚した上で，ファミリーの中での事業承継を念頭に置き，「有効感」，「自己同
一性」，「所属」といった心理的オーナーシップを高めるため，境界連結者として
の役割を担うことを意思決定したのである。加えて，ファミリーとしての権限か
ら，境界連結者の機能としての外部代表も獲得している。出来事④や出来事⑤は，
境界連結者の機能としての情報処理がなされ，小松精機工作所に知識が搬入され
ている様が示されている。

「学会の会場にて，多くの研究者を知り，また研究内容を知ることで，ここで
得た知識を，帰社後の問題解決につなげることができた．特に腐食の問題分析
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は参考になった」
「学術的な再現実験と分析を行い，海外顧客のクレームに回答した。すると，
クレームが取り下げられ，分析に対する返礼を受けた．特に海外における品質
保証の責任者は，大学等での教育を受けており，学術的な課題解決手順に沿っ
た形で回答することは。国が違っても相手に理解されることを知った」

（以上，出来事④と出来事⑤：小松隆史の語り）

図表４．小松氏の起業に至る出来事

年 出来事 内容
出来事①

1999年10月
小松精機工作所入社
生産技術部配属

自動車の品質規格であるQS9000の翻訳を担当．
当時は英語版しかなく，日本語に翻訳。ISO9002
のマニュアルへの展開を実施．

出来事②
2000～2001年

工作，製造部門での
実習

すべての加工機の実習と金型の組み込み実習を
行う．すべての製造部門を回り，プレス，切削関
係の量産を経験

出来事③
2001年

STX－21共同研究会
参加

諏訪商工会議所が中心の材料研究会参加．NIMS
が開発した「超微細粒鋼」と「高窒素ステンレス
鋼」の加工技術開発を11社の連携で推進

出来事④
2004年

鉄鋼協会での学会発
表

NIMS 鳥塚博士の勧めで，鉄鋼協会に入会。広島
大学で共同研究の成果を学会発表

出来事⑤
2005年

顧客クレーム アメリカのＡ社から「製品に傷がついていた」と
のクレーム． 

出来事⑥
2010年

小松精機工作所　製
造部長就任

生産管理課長を退任し，製造部部長となった．

出来事⑦
2011年３月

ICOMM2011国際学
会出席

オリンパスメディカルシステムズの開発本部長
と出会う。

出来事⑧
2013年７月～

小松精機工作所
研究開発部設立

次世代の基盤技術開発を行うための部門を設立

出来事⑨
2013年６月

ナノ・グレインズ起
業準備開始

休眠会社だった小松精機工作所の子会社ケイエ
ステクノスの株を買い取り，新会社設立準備開
始。オリンパスで内視鏡処置具の設計担当だった
鈴木啓太を医療機器開発部長とした。 

出来事⑩
2013年11月

ナノ・グレインズ起
業

社名をケイエステクノスからナノ・グレインズへ
変更し，活動開始



82

これらの情報処理は，心理的オーナーシップと外部代表の伸長に繋がっている
と推察できる。その証左として，小松氏は2010年に博士号取得を開始し（出来事
⑥），2013年７月には超微細粒鋼や精密プレス技術を自社内で展開することを目
的として，小松精機工作所内に研究開発部を設立している（出来事⑧）。これに
対し，小松氏は以下のように語っている。

「これまで顧客ニーズに対応することを主とするのが小松精機工作所だった。
今後の環境変化を予想すると，自ら課題を設定し，開発投資をする文化に変化
することが必要で，そのために必要な組織構築であると考えた」（出来事⑧：
小松隆史の語り）

そして，小松氏はこれらの境界連結行動の中で，2011年３月に微細加工に関す
る国際学会 ICOMM2011に参加し，オリンパスメディカルシステムズの開発本部
の担当者と出会うことになる。その結果，自身がNIMSと行った「超微細粒鋼の
加工特性」に関する研究成果に医療機器産業への展開の可能性があることを知っ
た。すなわち，出来事⑦では新たな事業機会を発見するに至ったのである。2012
年には，大手医療機器企業のオリンパスメディカルシステムズでのプレゼンテー
ションの機会を得たことで，当時，当該材料の担当者だった鈴木啓太氏と邂逅す
る。そして，医療機器産業への参入を企図するようになる。ただし，小松精機工
作所での新事業としてではなかった。2013年11月に鈴木啓太氏を共同創業者とし
て，ナノ・グレインズを起業した（出来事⑨，出来事⑩）。この件に関し，小松
氏は

「医療機器はISO13485などの医療機器向けの品質管理と専門知識が必要である
ため，小松精機工作所と分けて設置をすることとした」

「小松精機工作所は顧客の要求を100％具現化することを是としてきた。経営状
態も良く，その文化がうまくいっているのに，わざわざ変える必要はないし，
会社の伝統を壊したくない。小松精機工作所としては，ものづくりだけに集中
できる環境を作るべきだし，社内にリスクが生じることを回避したかった」

（出来事⑨と出来事⑩：小松隆史の語り）
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と語っている。すなわち，ナノ・グレインズ起業の背景には，境界連結行動の深
化に加えて，社会情緒的資産の理論で言われるアイデンティティの保持があった
ことが示唆される。小松氏は境界連結行動から，ファミリービジネスに対する心
理的オーナーシップを伸長させてきた。その結果，小松精機工作所の従来のアイ
デンティティと相容れない部分が生じた。そのため，自身の境界連結行動の成果
を，スピンオフ企業として，独立させることを選択したのである。これらの出来
事と解釈を，本稿の仮説的分析視点に照らし合わせると図表５のようになる。

４．結論と残された課題

小松氏は以下のように境界連結者としての役割を果たした。まず，中小ファミ
リービジネスの中で，「工学」や「生産技術」といった緒となる位置付けを与え
られた。

その上で，ファミリー・メンバーとしての事業承継を見据え，心理的オーナー
シップを向上させるため，「材料」に着目し，NIMSとの境界連結行動を開始する。
ファミリーの中で，自身の有効感，自己同一性，所属を確立し，向上させること
と，外部から搬入すべき経営資源としての「材料の加工特性に関する知識」を重
ね合わせたのである。そこには，ファミリー・メンバーとしての権限の大きさに

図表５．境界連結者の行動とスピンオフ企業の創出におけるファミリーの論理

ファミリーの権限
による外部代表

ファミリーとしての
所与のポジション

ファミリー・メンバーとして
の心理的オーナシップ

有効感
自己同一性 工学と材料開発
所属

境界連結

情報処理
による向上

ファミリービジネス
のアイデンティティ

の保持 スピンオフ企業
の創出

（ナノ・グレインズ）

（物質・材料研究機構など）
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依拠した外部代表が介在している。さらには，境界連結における情報処理から，
材料の加工特性に関する知識を社内に搬入することで，心理的オーナーシップが
向上するといった経路も示唆されている。小松氏は社内に研究開発部を設立した
り，医療機器産業に関する事業機会の発見をしたりする。こうした取り組みは社
内新規事業としてではなく，スピンオフ企業としてのナノ・グレインズの創出と
して，結実する。この背景には，境界連結行動によって，社内に搬入してきた知
識が小松精機工作所の従来のアイデンティティとは十全には相容れなかったこと
がある。すなわち，本ケースにおけるスピンオフ企業創出には，ファミリービジ
ネスの論理の介在が示されている。

以上，本稿ではファミリービジネスの経営における論理，ファミリーの境界連
結行動，スピンオフ企業創出といった個々の事象をリンクさせた。その上で，① 
ファミリーがファミリー・メンバーの相互関係から，所与的にファミリー内の位
置付けを得ている，② 当該ファミリーは心理的オーナーシップを向上させよう
と，境界連結行動を開始している，③ ファミリーの権限の大きさが外部代表の
役割に影響を与えている，④ ファミリービジネスのアイデンティティの保持の
ためにスピンオフ企業を創出している，ことを提示した。冒頭で述べたように，
日本の中小企業研究では，母体企業内部における起業家としての従業員の行動と
スピンオフ企業創出の関係に焦点が当てられ，そのメカニズムの解明が企図され
てきた。企業の大半はファミリービジネスであり，それは母体企業も同様である。
そのため，本来はスピンオフ企業創出のプロセスには，ファミリービジネスの論
理が介在するはずである。しかし，既存研究ではそうした部分が捨象されてきた。
本稿ではファミリービジネスの論理，ファミリーの境界連結行動，スピンオフ企
業の創出をリンクさせ，その空隙を埋める発見的事実を提示した。以上が本稿の
中小企業研究における学術上の貢献である。ただし，本稿では，当事者である小
松氏の経歴や意思決定，行動にのみ焦点が当てられている。その他のファミリー・
メンバーの行動や意思決定，その延長線上にある小松氏との具体的な関わり合い
や協働，人間関係には踏み込めていない。家族経営に関する既存研究成果を接続
した上で，そうした部分を明らかにすることが今後の課題である。
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