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起業家の本質
起業家は世界経済の中で重要な役割を果たしています。起業家に
よる新規事業は、雇用を生み出し、経済活動を活性化させ、イノベ
ーションを推進しています。しかしながら、彼らが世界に繁栄と成
長をもたらしているにもかかわらず、ビジネス界において未だ多く
の誤解があります。また、学術的テーマとしてこれまで何十年も研
究がされてきましたが、起業家精神についての共通の定義はなく、
起業家とみなすための明確な特徴や行動に関して、意見の一致は
得られていません。

世界で最も権威ある起業家表彰制度「ワールド・アントレプレナー・
オブ・ザ・イヤー」の創設者として、アーンスト・アンド・ヤングはこれ
まで、世界で最も成功を収めた独創的な起業家たちと意見交換し、
ビジネス関係を持つ機会に恵まれてきました。この長年に及ぶ交
流を通じ、私たちは、起業家という精力的で創造力に富む集団へ
の深い洞察を得るとともに、国際的に大きな成功を収めた起業家
たちのものの考え方について、独自の考察を続けてきました。

起業家が活躍する分野や地域はさまざまですが、私たちは、彼ら
に共通する姿勢や特徴があることに気づきました。そこで、私たち
は、起業家685人を対象としたアンケートおよび「アントレプレナ
ー・オブ・ザ・イヤー」受賞者への詳細なインタビューをはじめとす
る調査を実施しました。それら調査結果をもとに、私たちの考察か
ら起業家の要件を分析して、しっかりとした根拠に基づくモデルに
まとめました。私たちは、本報告書が今日の起業家の本質に関す
る研究に大きく貢献すると信じています。

読者の皆さんにとって、本報告書が興味深く有益な読み物となる
よう心から願っています。

アーンスト・アンド・ヤング

戦略成長市場部門

グローバル・バイスチェアー　グレゴリー・K・エリクセン
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要約
ビジネスの分野で、起業家は非常に多くの興味と関心を集めていま
す。起業家はビジネス界の「ロックスター」であるかのごとく、奔放で
革新的な異端児としてもてはやされています。彼らは、従来型の経
営者が望むべくもないほどの自由を謳歌し、会社組織の硬直的な官
僚主義とは別世界で活躍していると思われているのです。

起業家に対するこうしたロマンチックな空想は魅力的ではあります
が、固定観念の多くの例に違わず、全くの誤りです。起業家と従来型
経営者の間には、一般に考えられる以上に多くの共通点があります。
独創性や先駆性のある者は優れたアイデアに富んでいるかもしれ
ませんが、リーダーシップと事業規律がなければ、アイデアを事業と
して成功させることはできません。

成功を収めた起業家に特有の資質を解明するために数十年にわた
り学術的研究が行われてきました。こうした研究では、単純な公式
や、培養し複製できる「起業家の遺伝子」は発見できませんでした。
しかし、成功する起業家に総じて共通する一定の特徴や習慣が明ら
かになっています。もちろん、それらの特質を備えていても、事業が
成功するとは限りません。ベンチャー企業の成否は、タイミングや地
理的条件、文化、時には運といった内的・外的要因の複雑な相互作用
にも左右されます。

世界各地の主要な政府や産業が、経済成長と雇用創出の要因とし
て起業家精神とイノベーションを賞賛しているにもかかわらず、ひと
つの疑問に対する回答は未だ示されていません。それは、起業家精
神に必要な要素は何かという問題です。多くの経営者が、自社事業
を刷新し競争優位性を得る手段として社内での起業家的発想とイ
ノベーションの推進に強い意欲を示す中、大企業の経営陣にとって
もこの問題は永年のテーマとなっています。

本報告書の目的は、現在大きな成功を収めている起業家の考え方
について洞察を行い、彼らの成功要因を解明することです。報告書
の結論として、私たちが起業家の核心と考えるモデルを提示します。
このモデルは、彼らの考え方や能力の内的・外的な特徴を表現した
ものです。

「ワールド・アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー」制度の創設者であるア
ーンスト・アンド・ヤングは、こうした洞察を世に広く発表して起業家
への理解を深める役割を担っています。本報告書では、「アントレプ
レナー・オブ・ザ・イヤー」受賞者との詳細なインタビュー、および世
界各地の起業家685人へのアンケートから得られた視点を取り上
げています。
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報告書の主な結論

1. 起業家は天性のものではなく育成されるもの

大学卒業後ただちにベンチャーを立ち上げる精力的な若手起
業家というのは、今も根強く残るイメージです。多くの起業家
が比較的若い年齢で起業するとはいえ、彼らが学校教育や従
来型企業での勤務から得る経験は、将来の成功に欠かせませ
ん。実際、回答者の半数以上が自分は起業家に「転身」したと答
えています。つまり彼らも起業前は、従来型企業で働いていた
のです。

2. 起業は1度限りの決断ではない

回答者の大多数が、2社以上を立ち上げた「連続起業家」でし
た。複数のベンチャー事業を立ち上げる起業家は、新規事業を
成功させる手法について貴重な洞察と教訓を得ることになりま
す。「連続起業家」が立ち上げる新規ベンチャーは全体で大き
な割合を占めており、この点からみても、起業家は経済界で極
めて重要な役割を果たしているのです。

3. 成功への最大の課題は資金調達、人材、ノウハウ

起業に際し障害に直面した回答者10人中6人が、資金不足（融
資不足）を最大の課題に挙げています。これは、多くの国で与
信条件が徐々に緩和されてはいても、起業家の多くにとっては
未だ資金調達が困難な現在のビジネス環境に起因する問題で
す。資金調達に続く課題として挙げられたのは、人材と専門知
識でした。そのため起業家は、この3分野の課題を解決するた
めに「エコシステム（各構成要素が互恵関係を結び、互いに補完
し合いながら共に成長していく仕組み）」、つまり資源のネット
ワークを構築すべきと考えられます。

1 ”The Few, the Tech-Savvy Few: Option Millionaires（ハイテクに詳しい少数の覇者－ストックオプションが生んだ億万長者）” National Public Radio、2007年2月11日。
www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=7324048.

4. 起業家には共通の特徴がある

生まれながらの起業家などおらず、起業家は作られるもので
す。しかしながら今回の調査から、起業家は概して共通の態度
や姿勢を示すことが分かりました。このモデルの中心にあるの
は、強い内的統制感（Locus of Control）－自分の行動や態度
で結果を変えられるという考え方 －です。さらに、傍目に障害
と映るものを好機と捉える姿勢、妥当なリスクを取り、失敗を恐
れない態度などがこれに加わります。

5. 従来型企業は、起業家から学べる

まず、社員の意欲向上とイノベーション醸成から着手すること
が推奨されます。急成長している起業家型企業に、社員の自社
株保有高が高い傾向があるのは偶然ではありません。また、大
半の従来型企業では、自社のビジネスモデルを妨げるような抜
本的なイノベーションを敢えて奨励するケースは稀です。しか
し、それができる会社は十分な成果を得ることができます。1
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起業家の顔ぶれ

クドゥセラ・ピティエ

New Gx Capital共同創業者
兼エグゼクティブディレクター
（インフラ投資顧問会社。融
資関連サービスも提供）

今日の起業家の特徴を調査
するため、世界の一流起業
家に一連のインタビューを
実施しました。

ユリアシアン・スリスティヤワティ

PT Pazia Pillar Mercycom
取締役社長（IT機器総合販売
チェーン、インドネシアのショ
ッピングモールにカフェ風店
舗を出店しIT製品・サービスを
販売）

ウォリー・フライ

Fry Group Foods共同創業者
（ベジタリアン・ミート製造会
社、ベジタリアン専用施設を
使用）

アーノルド・ヴェシエ

International SOS共同創業
者兼会長兼CEO（医療・セキュ
リティアシスタンスサービス
提供会社、世界70カ国以上で
事業展開）

ロナルド・J・クルシェフスキー

Stifiel Financial会長兼CEO
（地域総合証券・投資銀行）

ヴェイヨ・フッカネン

V. Hukkanen CEO（フィンラ
ンドの海産物製造加工会社）

フェルナンド・ターナー・ダビラ

Katcon会長兼CEO（最先端
技術と製造能力を誇る世界
的な自動車排気系メーカー） 
 

デニス・C・ショート

DCS Europe会長兼CEO（イ
ギリスの大手健康美容用品販
売会社）

ハワード・シュルツ

Starbucks会長兼社長兼CEO
（世界で最も有名なコーヒー
チェーン）

調査を実施した起業家685人のプロフィール

• 30カ国、25業種以上で活躍

• 経営企業の収益は概ね1000万ドル～200億ドル超

• 回答者の58%が、昨年20%以上の堅調な収益成長を達成
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起業家は天性のものではなく 
育成されるもの

 • 起業家の遺伝子などない

 • 起業家の大半が若くして起業

 • 起業家の半数以上が、（社員から）「転身」している

 
最初に起業した年齢

図1： 何歳で最初の事業を興しましたか?

企業への在籍経験の有無

図2： 起業家に転身しましたか、あるいは当初から起業家でしたか?

このテーマに関し何十年も学術的研究が続けられてきましたが、起
業家精神の明確な定義については未だ一致した見解は得られてい
ません。起業家は、リスク選好者、イノベーター、大胆なオポチュニ
スト（好機追求者）、たゆまぬ変革者といったさまざまな言葉で表現
されます。中には、起業家は、従来型の企業経営者との決定的な違
いをもたらす生来の特徴を備えていると論じる意見さえあります。

実際には、起業家の遺伝子など存在しません。起業家は一連の資質
や経験により、起業を決意し、さらに重要なことはそれらによって長
期的に成功を収める可能性を高めているのです。

多くの起業家を特徴づける経営行動には、個人差はあるものの、リ
スクを恐れず好機を捉える、変化を受け入れるといった一定の要因
が見られます。成功する起業家は少なくとも1つ以上の要因に関し
秀でている傾向がありますが、最終的に起業家として成功を収める
までには、他のさまざまな人生経験も活用しています。

起業家は天性によるものではなく育成されるものですが、大きな成
功を収めた起業家の大半は若い頃に最初の事業を興しています。
起業家685人へのアンケートでは、半数以上が30歳以前に最初の
会社を立ち上げたと回答しています（図1参照）。

起業の時期が比較的若い頃とはいえ、起業家の多くは大学卒業後
ただちにベンチャー事業を始めたわけではありません。回答者の半
数以上が、「転身した」－すなわち起業前に企業の従業員として一
定の経験を積んだ－と答えています（図2参照）。マイクロソフトの
ビル・ゲイツや、フェイスブック創設者のマーク・ザッカーバーグなど、
大学を中退して企業を設立し、世界的大企業に育て上げた著名な
起業家の例もありますが、それはごく少数です。本アンケートの回
答者にとって、何らかのビジネス経験が、将来起業家として成功す
るための重要な基盤となっています。

20歳未満

20～29歳

30～39歳

40～49歳

50～59歳以上

社員から転身 常に起業家だった
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そのひとつの例が、南アフリカのヨハネスブルグに本社を置く、
非公開パートナー制の通信・設備・インフラ投資顧問会社New Gx 
Capital創業者、クドゥセラ・ピティエです。「私は起業家の家系に 
生まれましたが、公認会計士の資格を取り銀行員になりました」とピ
ティエは語ります。「この専門能力は武器となりました。私が受けた
教育と企業での経験は、非常に有益でした」

多くの回答者が、企業での勤務経験を重要な研鑽の場に挙げてい
ます。事業の成功に寄与した要因の重要度による順位付けでは、回
答者の多くが最大の影響として選んだのは「社員としての勤務経験」
でした（図3参照）。最も重要なことを勤務経験から学ぶ起業家が多
いとはいえ、学校教育を挙げる回答者も決して少なくありません。
社員としての経験に次いで、回答者のほぼ3分の1が高等教育を一
番重要な要因に位置づけました。

しかし長期的にみると、企業での勤務経験と昇進が起業家志望者の
独立を阻む恐れもあります。昇進とともに、家族を持つなど個人的
にも責任を担うようになると、給与が保障された安定した立場を捨
てるということのリスクを恐れるようになるのです。「起業前に一定
の経験があれば確かに有利です」と世界最大の国際医療・セキュリ 
ティサービス会社 International SOSの会長兼CEO、アーノルド・ 
ヴェシエはいいます。「しかし起業を先延ばしにすると、機を逸するこ
とにもなりかねません」

転身のタイミングを見極める難しさは、インドネシアのIT企業PT 
Pazia Pillar Mercycom創業者のユリアシアン・スリスティヤワ 
ティも認めています。スリスティヤワティは起業するまで15年間、
IT業界で経験を積んでいます。「当時は既に堅実なキャリアを築い
ていたため、初めての起業は大きな決断でした」と彼女は語ります。 
「専門職に就く多くの人にとって、起業はリスクが高すぎるように 
思えます。一方、キャリア初期の経験は、お金で買えない貴重なもの
です」

キャリアの方向性を定めるタイミングは重要ですが、起業家の成功
には長期的な目標の設定も不可欠です。「少なくとも5～10年先を
見据えた判断が求められます。自分の将来設計に大胆に取り組むの
です。」とフィンランドを本拠とする水産物加工会社V Hukkanen創
業者のヴェイヨ・フッカネンはいいます。

1位に挙げられた成功要因

図3： 具体的にどのように起業の成功に必要なスキルを身に付けましたか?

社員としての勤務経験

高等教育

メンター

家庭

共同創業者

中等教育

同僚

幹部役員 / 取締役会

友人

投資家
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「私は起業家の家系に生まれましたが、 
公認会計士の資格を取り銀行員になりました」

社内起業家を社内に留めることのできる大企業とは
社内起業家の多くは、大企業の技術インフラや販売インフラを駆使
できる立場に魅力を感じています。これに対して企業側の狙いは、
社内起業家を独立させず社内に留め、彼らのアイデアや革新的なチ
ームメンバーが流出しないようにすることです。社内起業家制度の
失敗例として、アドビシステムズ創業者のジョン・ウォーノックとチャ
ールズ・ゲシキーの例が有名です。2人は、会社側が自分たちの考案
した新製品のアイデアを支援しようとしないことを悟ると、1980年
代に退社して起業しました。今日ではアドビシステムズの収益は年
間30億ドル以上に達します。つまり大企業は、社内起業家が望むポ
ジションを提供するだけでなく、明確なキャリアパスを用意するなど
の方法により、彼らに会社に留まるインセンティブを与えることが極
めて重要なのです。

研究者を擁する企業では、技術系社員向けのキャリアパスを整備し、
技術者は専門分野の研究に専念することができるとともに、希望に
応じて経営職階に就ける制度を採用することがよくあります。ウォー
トン・スクール非常勤講師で、フィラデルフィア市にある革新コンサ
ルティング会社キャメロン・アンド・アソシエーツのプリンシパル、ロン・
ピエラントッツィは、企業はイノベーターに対しても同様の制度を整
備すべきだと主張します。

報酬を与えるのも効果的と考えられます。たとえば3Mは、新製品の
売上高が米国内で200万ドル（または各国合計で400万ドル）を達成
した場合、マーケティング優秀賞として報酬を与えます。技術革新を
もたらした場合、その受賞者に「社内研究者」としての待遇を与えま
す。さらに社内起業家であれば、技術・研究開発フォーラムへの参加
が認めます。このフォーラムは招待されたメンバーのみで開催される
ため、メンバーとして認められること自体が大きな栄誉となります。*

*「Igniting innovation: how hot companies fuel growth from 
within （イノベーションの誘発  － 話題の企業は内部から成長を推進
する）」 Ernst & Young、 2010年11月。

クドゥセラ・ピティエ
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起業は1度限りの決断ではない
• 少数の起業家が、新規事業の大半を立ち上げている

• 「自己陶酔の罠」は、起業家に広く見られる問題

• 連続して会社を興す起業家の大半は、設立した会社の
所有権を保有し続ける

• 新興企業から成熟企業への移行に成功する起業家は 
ごく一部

保有か売却か?

図4： 過去に起業した全ての/一部の会社の所有権を、保有していますか?

さまざまな研究によると、過去に起業経験がある起業家が設立した
新規企業は全体のうち大きな割合を占めています。アンケート結果
の分析により、10%の起業家が全ての新規事業の25～30%を、20%
の起業家が新規事業全体のほぼ半数を興していることが示されてい
ます。つまり少数の起業家が、新規事業の大部分を創出しているの
です。

起業家は、起業能力という観点から、「成長－売却」型、「成長－崩壊」
型、「成長－成長」型の3種類に分類できます。

成長－売却 

「成長－売却」型に分類されるのは、連続して複数の会社を興す起業
家です。彼らは、自分が成熟した事業の経営に不向きであると自覚し
ています。そこで、会社を作り規模を拡大した後は、次の起業に着手
するのです。しかし、過去の事業に対する支配権や財政上の利益を全
て手放すわけではありません。回答者のうち45%が、全ての設立した
企業の所有権を完全保有していると答えた一方、28%は所有権の一
部のみを保有していました（図4参照）。

過去15年間、企業の設立と売却は極めて多額の利益をもたらしまし
た。「起業家は、事業を売却して利益を得るよう市場から大きな圧力
を受けています」とヴェシエは語ります。「市場では、潤沢な資金を持
つ投資家が、適正な利益を上げるあらゆる企業を買収しようと待ち
構えています。事業コンセプトがうまく実現すると分かれば、収益数
百万ドル程度の企業でさえ、革新性と競争力を得ようと考える大企
業とって価値ある投資対象となります。」

所有権を完全保有

所有権を一部保有

保有せず
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「起業家は、事業を売却して利益を得るよう
市場から大きな圧力を受けています」

成長－崩壊

このタイプの起業家は、支配権を手離せないか、手離すのを嫌がり
ます。中には、オランダで経営学教授を務める精神分析医、さらに
INSEADグローバル・リーダーシップ・センター創設者でもあるマン
フレッド・F・R・ケッツ・ド・ブリースが「自己陶酔の罠」と呼ぶ陥穽に陥
る者もいます。彼らは顧客や取引金融機関、社員の意見を聞き入れ
ないため、起業した会社が後に破綻をきたしたり、当初の躍進の後
は成長が停滞してしまったりします。外部資本の受け入れに否定的
なため、景気低迷時に債務超過に陥って倒産することも多々ありま
す。また、「非現実的な」戦略を取り、自分のビジョンに異議を唱える
者をマイナス思考であるとか協調性がないとして退け、反対意見を
聞き入れません。

「こうした起業家は時として、自社の破綻を潜在的に望んでいます」
とケッツ・ド・ブリース教授は指摘します。「実際に倒産してしまえば、
会社の破綻に対する大きな不安からある意味解放され、再出発で
きるからです。起業家にとって、自分自身が最大の敵になることも
あるのです。彼らは時に、当然講じるべき措置を怠ったり、権限委任
を行わず細部まで管理し続けたりします。実際には不可能な場合も、
すでに大企業となった自社が未だ小企業であるかのように、急な方
向転換を試みることもあります」

成長－成長

起業家の中核を成すこの少数の集団は、敏捷で融通が利き、自社を
新興企業から定評ある成長企業へと移行させることができます。彼
らは、自社の持続的成長を実現させる信頼できる有能な部下をタ
イミング良く採用します。また、彼らの多くが自社の所有権の一部
を売却して成長資金に充当するため、新規事業立ち上げ時に比較
的容易に投資家が集まります。彼らの利益は、初期の資金を提供す
るベンチャー投資家の利益と一致しているからです。

ケッツ・ド・ブリース教授によると、現在はかつて以上に「成長－成長」
シナリオが実現する可能性が高いといいます。これにはいくつか理
由があります。第一に今日の起業家の教育水準が高く、これが正確
な自己認識につながりやすいという点が挙げられます。第二に、起
業家は、初期の段階から新規事業の指針を示してくれるアドバイザ
ーや起業家仲間、教育機関から、多大な支援を受けることができる
点が指摘できます。「今日では、周囲の状況が目に入らぬほど偏執
的な起業家でもなければ、成長させたり売却したりせず会社を破綻
させてしまうようなことはないでしょう」と教授は述べています。

アーノルド・ヴェシエ
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• 資金調達が起業家の最大の問題

• 起業家は、「富」か「権力」の選択を迫られる

• スキルを備えた人材の確保は困難だが、適切な価値観を
持つ人材の発掘はさらに困難

• 深い専門知識と広範なビジネススキルを兼ね備えた 
チーム作りが重要。1人で両方を併せ持つことはまれ

起業成功に向けた最大の課題

図5： 新規事業の障害となったものはありますか? 
　　「はい」と答えた回答者が挙げた要因を上図に示す）

成功を阻む最大の障害は 
資金調達、人材、ノウハウ

インタビューした起業家やアンケート回答者によると、機運を高め
事業の成長に努める中で、起業家は3つの大きな課題に直面します。 
それは資金、人材、ノウハウであり、このうち最大の課題が資金です
（図5参照）。「成長を阻む最大の障壁は、資金へのアクセスです」
とデニス・ショート（イギリスの美容品販売会社DCS Europe、ソフト 
ウェア開発会社Enableの創業者）は語ります。「今回の金融危機を
受け、30年間関係を築いてきたメインバンクが取引を打ち切り、国
営化されてしまいました。事業を継続させるためには、必要な資金
を融資してくれる銀行を新たに探さねばなりませんでした」

メキシコの自動車部品メーカーKatcon会長であり、全墨独立企業
連盟会長のフェルナンド・ターナー・ダビラも、これに同意します。彼
は最大の問題として、従来の商業銀行のビジネスモデルに見られる
市場の失敗（市場を完全競争状態にしておくとその結果が社会的に
最適なものとはならないこと）を指摘します。「小企業を調査すれば、
資金調達が起業家にとって最大の問題であることは明白です」彼は
説明します。「小口融資にはコストがかかりすぎるため、利益を追求
するなら、銀行は、小企業に－中規模の企業にさえ－融資する理由
はないのです」

両氏が指摘しているのは、借入による資金調達の難しさです。そこ
で、成長と価値創造に必要な柔軟性ある自己資本を調達するため、
自社の支配権を手離すという選択について検証しました。

  

資金調達

人材

ノウハウ

短期的リスク

業務執行
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「事業を継続させるためには、 
必要な資金を融資してくれる銀行を 
新たに探さねばなりませんでした」

これは、成長企業の起業家全てが直面する重要な決断です。ハー
バード経営大学院のノーム・ワッサーマン教授はこれを「富対権力
の選択」と名付け、INSEADのケッツ・ド・ブリース教授は「支配権の
罠」と呼びます。起業家の目的が財産（富を得ること）への欲求を満
たすことにあるなら、他人資本を受け入れて支配権を手離し、大き
く成長した会社が生み出す巨額の利益の一部を得ることに満足す
べきです。これに対して、事業経営自体への欲求（権力の座につく
こと）がより強力ならば、借入か自己資金に頼って会社の支配権を
維持し、成長が減速したとしてもそれに甘んじるしかありません。

ワッサーマン教授によると、頻繁に起こる問題は、冨と権力の両方
に固執する起業家が多いことです。両立は不可能ではないと一部
の起業家が実証してはいますが、実現は極めて困難です。その上、
起業家が冨と権力の優先順位を決めかねる場合も多く、そのため
に意思決定に矛盾が生じかねません。ケッツ・ド・ブリース教授は、支
配権に執着する起業家は最終的に会社を破綻させやすいと指摘し
ます。こうした創業者は「イエスマン」に囲まれ、反対意見は一切取
り上げず、業界メディアへの根回しに奔走するのです。「ウォールス
トリートではこれを評して、“企業が社用ジェット機を購入したら、そ
の企業の株は売れ”という格言があります」

人材

自分の戦略的ビジョンを遂行する適任者の確保は、起業家にとって
永遠の課題です。しかしながら、これは起業界だけの問題ではなく、
あらゆる企業が、事業の成長と市場シェアの拡大を実現する人材
の誘致や確保、彼らの意欲向上に取り組んでいます。「実際に事業
経営を始めると、適切なスキルを持つ人材の採用という深刻な問
題に直面します」とショート氏はいいます。「たとえば現在、イギリス
ではエンジニアが大幅に不足しています」

しかし、スキルだけが問題ではありません。今回の調査に協力した
起業家によれば、適切な価値観を持つ人材の確保はさらに困難で
す。「会社を経営するCEOを明日にでも見つけようとした場合、最
大の問題は適切なスキルを備えた者を探すことではありません。
当社の精神を共有できる者を探すことが問題なのです」南アフリカ
の食品メーカーFry’s Vegetarianの共同創業者、ウォリー・フライ
は語ります。

ノウハウ
適切なスキルと価値観を持つ人材に加え、起業家自身にも、事業
を推進するノウハウが求められます。スタンフォード大学のカー氏
は、「T型人間」という喩えを使ってノウハウの重要性を説明してい
ます。Tという文字の縦のラインは知識の深さを表し、コンピュータ
プログラミング（フェイスブックのマーク・ザッカーバーグ）、遺伝学
（Celeraのクレイグ・ヴェンター）、電気工学（Digital Equipment 
Corporationのケン・オルセン）など、起業家が熟知している特定
の専門分野を指します。

Tという文字の横棒は、優れた企業経営に必要なもうひとつの要素、
幅広い知識を表します。ここにはマーケティングや財務、営業、業務
執行、サプライチェーンマネジメント、それに当然ながらリーダーシ
ップなどの分野が含まれます。起業家の大部分は縦のスキルか横
のスキルのいずれかを備えています。しかしその両方を兼ね備え
る者、また発達させることのできる者はごく少数です。

デニス・C・ショート
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起業家には共通の特徴がある
• 起業家は、常に強い内的統制感を持つ

• 傍目に障害と映るものを好機と捉える

• リスクを厭わず失敗を恐れない姿勢は、 
起業家が生まれ育つ文化によって育まれる

2 “Why are some companies luckier than others?（なぜ他社より幸運な企業があるのか?）” Ernst & Young、2008年。 

起業家の
遺伝子モデル

今日の起業家の考え方を調査した結果、アーンスト・アンド・ヤングは
起業家の要件を表すモデルを作成しました。

•	 このモデルの中核を成すのは、好機に敏感な姿勢とリスクと失
敗を恐れない態度という、正反対ながら互いに補い合う2つの
特徴です。

•	 この2つの中核的要素は、「内的統制感」－自分次第で環境を
変えられるという信念－と融合しています。好機を見出す能力、
さらにその好機をつかむためにリスクを選好する姿勢が、この
内的統制感を支えているのです。

•	 中心部を取り巻くのは、起業家が日々実践している6つの行動
指針です。その行動指針とは、情熱、粘り強さ、チームワークと
自己主張のバランス、「成功する文化」の創造、ニッチや市場の
ギャップの探求、事業を支えるエコシステム構築の6つです。

•	 そして外周部には、過去の調査で明らかにされた優れた企業の
リーダーが持つ特質（アーンスト・アンド・ヤングの優良企業モデ
ル）を示しました。2

起業家の核を成すのは、結局のところ一定の世界観と、その世界観
に従って行動する能力です。起業家には、強い内的統制感、好機に
敏感な姿勢、失敗を恐れずリスクを選好する態度などの個人的特徴
が見られ、これらの特徴がこのモデルの中心部を構成しています。
中核的要素から外周部までの4層全てが結合し、全体として起業家
特有の相違点を形成しているため、個別の要素ではなく、複数の要
素を兼ね備えることが起業家の要件であると考えてください。
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好機に敏感な姿勢
起業家は、傍目には障害や混乱と映る状況をチャンスに変えること
ができます。Katcon会長で、メキシコの全国独立企業連盟会長の 
フェルナンド・ターナー・ダビラは、1994年のメキシコ通貨危機の前
年に会社を創設しました。メキシコのビジネス環境は、過去25年間
で閉鎖経済から開放経済へと急激な変化を遂げ、これに伴い多くの
国内企業が競争力を失ったと彼は指摘します。「既存企業は混乱を
望みませんが、私は大歓迎です」とダビラ氏は説明します。「混乱は
チャンスをもたらすからです」

金融危機のような混乱でさえ、臆さずにチャンスに変えた起業家も
います。ダビラ氏は、ライバル企業がビジネス機会への投資を躊躇
し、またその資金に事欠くなか、ある世界的企業の排気制御部門を
買収した経緯を次のように説明します。「入札により買収しました。
金融危機による混乱をチャンスに変えたのです。当社は、メキシコ、
アメリカ、カナダ向け製品を製造する国内企業から、独自の研究開
発機能を備え世界9カ国に展開するグローバルプレイヤーに成長し
ました」

急激な変化や不安定な環境が好機を生み出した時代として、日本と
ドイツで起業家が活躍した第二次大戦後の混乱期を挙げることが
できます。また、1990年代には、インターネットの普及と遺伝子技
術の進歩を背景に、多数の企業が設立されました。

さらに、学術的研究により、起業家は総じて楽観的であることが示さ
れています。起業家に対する調査では一貫して、大多数が自分の事
業は同業他社より成功すると信じている傾向が見られます。「楽観
主義を身に付けた者だけが起業家になれるのです。」とダビラ氏は
いいます。「起業家とは、チャンスを見出し、そこから利益を得ること
ができると自ら信じる者です」 

失敗を恐れずリスクを取る
リスクを選好する姿勢は、起業家の中心的特徴としてたびたび挙げ
られる要素です。実際、経済学者フランク・ナイトや経営思想家ピー
ター・ドラッカーが提唱し、一般化した起業家の定義では、リスク選好
の姿勢をコンセプト全体の中心に据えています。「大抵の人はリスク
を避けます」ダビラ氏は語ります。「倒産寸前の企業でさえ、リスク

を取ろうとはしません。これに対し、起業家が経営する小企業はリス
クを恐れず臨機応変に対応を図るため、より優位に立てるというわ
けです」

起業家が生まれ育つ文化の中で失敗がどれ程評価されるか（ある
いは批判されるか）によって、起業家のリスクに対する考え方が変わ
ります。アメリカ、イスラエル、台湾などの国々では、失敗はベンチャ
ー投資家にとって誇るべきものです。若い頃の事業の失敗は、将来
の成功の糧と考えられるからです。ショート氏はこれを次のように評
します。「起業家志望者への私のアドバイスは、とにかく挑戦し、失
敗を許容するということです。ダメージを受けてもあきらめず、再挑
戦するのです」

しかし文化によっては失敗への根強い恐怖心が存在するため、起業
家は、リスクを負ったり周囲と違う行動をとることを躊躇します。ま
た、破産法が起業を抑制している場合もあります。破産法により、一
度失敗した起業家は新規事業の設立が禁止され、銀行口座さえ開
設できないことがあるのです。「こうした文化的側面は、事業創出を
左右する重要な決定要因です」とヴェシエ氏はいいます。「フランス、
ドイツ、アジアでは事業の失敗が不名誉なことと受け取られますが、
こうした国々と比べてアングロサクソン系諸国で起業がはるかに活
発な理由は、失敗を許容する文化にあります」

最近発表された論文の中には、起業家は果たして本当にリスクを
選好しているのかという疑問を提起するものもあります。フランス
の研究者ミシェル・ヴィレットとキャサリン・ヴィラモは、近年の論文 
『From Predator to Icons（捕食者から偶像へ）』の中で、成功を
収める起業家はリスクを取るというよりも、ビジネス機会を慎重に
検討して事業にとってのリスクを評価し、その最小化に努めている
のだと主張しています。 

内的統制感
起業家には独立心や支配欲があると言われています。しかし自分の
人生やキャリアを自分でコントロールしたいという思いは、起業家
だけではなく万人に共通する欲求です。ただし、起業家は、こうした
支配と独立への欲求に従って行動を起こす強い意志と不屈の精神
を備えており、この点が起業家と一般の人々を隔てる相違点となっ
ています。しかも起業家は、長期にわたりこの欲求を維持し、行動し
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続けます。「“まず挑戦する”のは起業家の気質の一部です。あらゆ
る手段によりアイデアを実現させようという意識があるのです」と
ニューヨーク大学スターン校バークレー起業・イノベーション研究セ
ンターのジェフリー・カー所長は語ります。

ケッツ・ド・ブリース教授は、統制感という概念を使ってこの特徴を説
明します。外的統制感を持つ者は一般に、自分の影響力の及ばない
環境が事象を引き起こすと考えます。これに対して内的統制感を持
つ者は、自分の行動や姿勢で人生を変えられると信じています。ケ
ッツ・ド・ブリース教授によると、起業家は常に強い内的統制感を持っ
ているといいます。

内的統制感は、アメリカのように事業の成功を評価する市場経済で
広く見られがちです。一方、日本や中国、韓国など個人の実績のみ
を重視する経済圏では、強い内的統制感を持つ起業家の事業経営
が阻害される恐れもあります。

中心的要素を取り巻く行動指針

統制感や好機に敏感な姿勢およびリスクを選好する態度を補完す
る要素として、起業家を特徴づける6つの行動指針が挙げられます。 

意欲、忍耐心、粘り強さ

起業家には、多くの障害を克服してアイデアを成功に導くための意
欲と忍耐心が本質的に求められます。起業家は、事業を成功させる
までの間に、彼らのアイデアは実現不可能であると説く人々に幾度
も遭遇します。何事にも批判的なこうした人々に影響されず、長期的
目標を掲げ続けるには固い決意が必要です。実際、回答者は、成功す
る起業家の重要な資質のひとつに意欲を挙げています（図6参照）

独自のビジョン設計－熱意と明確な焦点 

起業家は、方向性を失いません。起業家にとって最も重要な資質は
何かという質問に対し、回答者はビジョン、情熱、意欲を挙げました 
（図6参照）。起業家は、共通の目的のために人々を団結させて目標
を達成することができたとき、成功を収めることができます。それは、
優れた戦術、経営、戦略ではなく、社員をはじめ投資家、顧客、サプ
ライヤーその他関係者全てがひとつのビジョンを共有することによ
りもたらされます。起業家は、そのビジョンの設計者なのです。

成功する起業家に重要な資質

図6： 起業家に最も重要な資質は何ですか?

「起業家とは、チャンスを見出し、 
そこから利益を得ることができると 

自ら信じる者です」
フェルナンド・ターナー・ダビラ

ビジョン

情熱

意欲

誠実性

イノベーション

リスクの選好

回復力

先行性

徹底した顧客重視

チームワーク

柔軟性

徹底した品質重視

忠誠心
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Starbucksのハワード・シュルツは、2008年に会長からCEOのポ
ジションに復帰した際、同僚の忠告を無視し、金融危機の最中に約
10,000人の社員を集めて彼らに正直な気持ちを語りました。取り
上げた話題は、愛でした。「男性が、しかもビジネスの現場で愛とい
う言葉を語るようなことはまずないでしょう」とシュルツ氏は語りま
す。「私はこう言いました。人々は私がCEOとして復帰した理由を尋
ねるが、自分が戻ったのは愛のためだと。私は深く会社を愛しており、
我々経営者を頼りにする20万人の社員とその家族に対して非常に
大きな責任を感じている。この会社を守り繁栄させるためには、い
かなる手段も厭わない。家族を除き、Starbucks以上に愛している
ものはない、と告げたのです」

資金、人材、ノウハウのエコシステム構築

起業家は事業を設立し成長させる上でさまざまな課題に直面しま
す。前述のとおり、資金調達、スキル、ノウハウは起業家の成功を阻
みうる大きな障害です。この問題を解決するには、事業を守り育て
る人材・資金・ノウハウのエコシステムを構築する必要があります。
起業家は、チームの構築や権限の移譲に優れた手腕を発揮して、自
らを中心とする強力なチームを形成し、時に懐疑的な投資家たちに
自分のビジョンの利点を説き、投資資金を集めることができなけれ
ばなりません。

ヴェシエ氏によると、適切なスキルとノウハウを集めるには、パート
ナーシップの活用が不可欠となります。「パートナーシップを結ぶと、
自分と同じレベルの相手と日常的に意見交換できます。そこから極
めて有意義な成果が生まれ、会社の成長に役立てることができます。
最も効果的なのは、異なるスキルを持つ人材の組み合わせです。自
分がエンジニア、あるいは科学者なら、ビジネス分野の人材を探す。
自分がビジネスに詳しいなら逆に専門家を探す。そうすれば、会社
が市場で勝ち残る可能性が大幅に高まります」

起業家による効果的なエコシステムの構築では、成否を左右するひ
とつの要因として立地を挙げることができます。グローバル化と情
報通信技術の発達により、起業の場所にかかわらず地理的条件が
事業を阻害することなどないように思えます。しかし実際には、世界
的な成功を収めた起業家の多くは、シリコンバレーや、ハーバードと
MITを擁するボストン近郊などの産業集積地から現れています。産
業集積地に物理的な拠点を置く起業家は、必要な資金、スキルおよ
びノウハウをより容易に得る機会に多く恵まれます。
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「相談相手の意見や他人のやり方に
とらわれてはいけません。 

独自のやり方で自分のアイデアを貫くのです」

アーンスト・アンド・ヤングは、ニューエコノミーで競争優位性
を獲得するための要因についてグローバル調査を近年実施し
ましたが、その結果からも、新たな市場や市場ギャップの探求
という資質の重要性が裏付けられています。この調査により、
高成長企業（収益、EBITDA成長率ともに上位4分の1）は次
に掲げる競争優位性の4つの推進要因の遂行に注力している
ことが分かりました。

1. 顧客調査－潜在市場の掘り起こし

2. 機動的な業務遂行－最も効果的な対応

3. コスト競争力－収益の最大化

4. ステークホルダーの信頼－目標達成に向け人材と支援
を確保

詳しくはwww.ey.com/competing-for-growthを参照 
（携帯用サイトwww.ey.mobi）。

ニッチと市場ギャップの探求

多くのベンチャー企業はスピードと敏捷性を特質として備えている
ため、ニッチや市場ギャップを特定し、迅速な対応により機に乗じる
ことができるのです。

イノベーションは重要ですが、ニッチや市場ギャップの需要を満た
すには、必ずしも画期的な解決策を新たに生み出す必要はありませ
ん。多くの場合、ベンチャー企業は、より優れたビジネスモデル、ま
たは製品・サービスを提供するためのより効果的な手法を考案する
だけで十分なのです。ベンチャー企業はさらに、失敗への大きな不
安から革新的アプローチに二の足を踏む大企業と比べ、より迅速に
新しい手法を試すことができます。

反応が鈍い大企業が事業を展開する成熟産業では、このアプロー
チが特に有効です。「第二のグーグルになる必要はありません」とあ
る回答者は答えています。「旧態依然たる業界－新たな思考、工程、
システム、アプローチ、ブランドコミュニケーション、技術が必要な
業界－にイノベーションを導入すれば、非常に大きな好機を生み出
せます」

信念を貫く－成功、文化、価値観の構築 

起業家は、揺るぎない価値観を貫く傾向があり、この価値観に基づ
いて自分のキャリアにおける行動全体を決定します。企業家の多く
は個性が強いため、従来型企業の考え方に自分自身を適応させるこ
とに困難を覚えます。「大きな組織に所属する場合、その組織の価値
観を受入れリーダーに従わなければなりません」とターナー・ダビラ
氏はいいます。「起業家は仕事の上では優秀でも、決して組織に順応
することができません。会社を経営すれば、自分で文化や価値観を作
り出せます。自分の本領を発揮し、信念を貫くことができるのです」

今回インタビューしたある起業家は、価値観を社内で共有すること
が特に重要であるとコメントを残しました。「自分のビジネスの価値
観に賛同する者だけを採用するのです。自分が顧客至上主義を採
るなら、顧客を重視する者を採用し、真摯な姿勢を評価するなら、そ
れを採用基準にするのです」

たとえばシュルツ氏は、創業40年を迎えるStarbucksのCEOとし
て復帰し、起業家として創意あふれる発想で数々の斬新な決断を行
いました。その一例が、2008年2月に全米の店舗を一斉に閉店し
て実施された社員の夜間の再研修でした。

アンケート回答者
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明確な違いは危機的状況での対応
FBI出身の犯罪心理学者トーマス・ミュラー博士は、そのキャリアを通じて犯罪者の心理を
解析してきました。博士は30年近くもの間、世界各地で近代史に残る有名事件の捜査に
携わってきました。

ミュラー博士の能力は高く評価されており、博士は世界中の政府や警察から、何年間も解
決できない事件の捜査に協力するよう繰り返し要請されています。アーンスト・アンド・ヤン
グが、他の社会集団には見られない起業家特有の特徴について近年行われた調査の分析
を博士に依頼したところ、博士はこれを快諾しました。

「これは私見ですが、優れた起業家の個人的な資質が発現するのは、経営が順調な時では
なく困難な時です」とミュラー博士はいいます。「彼らは危機的状況に置かれると、本領を
発揮するのです。それが起業家と従来型のCEOやCFOの著しい相違点です」

博士によれば、成功を収める起業家の決定的な特徴のうち、危機に瀕したときに表れるも
のが3つあります。それは、安定を求めて妥協が図られるような場面でプレッシャーに耐え
る能力、リスクを選好する姿勢、状況の変化や現実への優れた適応能力です。

「危機的状況で重要となるのは、発展への意欲だと思います」と博士は説明します。「中に
は危機に直面すると防衛的な姿勢を取り、“原状復帰”を唱える者もいます。“一歩踏み込
んで、ビジネス機会を模索しよう”と考える起業家に比べると、彼らにとって危機の克服は
より困難なものとなるでしょう」

起業家は、一見克服しがたい問題を常に乗り越え、目標に向けた精力的な努力を惜しみま
せんが、ミュラー博士は早期に燃え尽きてしまう可能性を警告します。「人生のさまざまな
側面のバランスを維持することが、起業家にとって極めて大きな課題です。これは簡単な
ことではありません」

起業家には共通の特徴があるという見解が広く認められていはいますが、博士は、一人ひ
とりの違いにも注意を喚起しています。ドバイで開催された「EMEIA（欧州、中東、インド、
アフリカ）アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー・フォーラム」に招待された100人あまりの起業
家を前にして、ミュラー博士は、類似点があるとしても、指紋のようにそれぞれがユニーク
な存在であると述べます。「この会議には100人が参加していますが、参加者を見渡して
も、同じ靴やメガネを身に付けている者は誰もいません。我々はみな違う人間なのです」
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しかし他方では、長時間の会議にも出席するとともに、業務運営を
詳しく検討し、厳しい問題も追及しました。さらに店舗の閉鎖や社員
の解雇、経営陣の大幅な入れ替えをはじめ苦渋の決断も下しました。
「一番の難題は、同じ価値観を持つ人材の発掘でした」と彼は説明
します。

Starbucksが復興を遂げた最大の理由は、要するに企業の価値観
と基本理念の回復にある、とシュルツ氏は考えます。「我々は常に、
収益性と社会的良心のバランスを目標としてきました。そして、とり
わけ過去数年間で、この考え方に基づき、最大の成功は分かち合う
ことから生まれると気づいたのです」

自己主張とチームワークの共存 

一般のビジネス書では依然として、起業家は自己主張の強い異端
児であり、独自の信条に従って行動するものというイメージで描か
れています。安定し予見可能な状況に満足する経営者と、緊迫感の
ある生き方を望む経営者の間には大きな隔たりがあるとされてい
るのです。多くの従来型経営者が起業家の生き方を非常に不安定
だと感じるように、起業家も普通の会社員など退屈で息が詰まりそ
うだと思うでしょう。

起業家は、本質的に自己主張が強いものです。「相談相手の意見や
他人のやり方にとらわれてはいけません。独自のやり方で自分のア
イデアを貫くのです」とある回答者はいいます。「否定的な意見は気
にせず、自分の夢を追うことです」と別の回答者も発言しています。

しかしこの特徴は、巧みなチーム構成と相いれないものではありま
せん。起業家は何を成し遂げるにもまず、チームプレイヤーでなけ
ればならないのです。会社を興すにはリーダーシップが必要であり、
それには常に他者を動かす影響力が求められます。「起業家は、社
会的動物です」とスタンフォード大学テクノロジーベンチャープログ
ラムのアカデミックディレクター、トム・バイヤーズはいいます。「ベ
ンチャー企業創業者のスケジュール帳を見れば、彼らが人間関係の
構築に多大な時間を費やしていることが一目瞭然です」回答者から
は、次のようなコメントも出ました。「自分と同じ経験を既に積んだ
者から学ぶという謙虚さも必要です」

3 “Why are some companies luckier than others?（なぜ他社より幸運な企業があるのか?）” Ernst & Young、2008年。

外周部－中心的要素を取り巻く行動
私たちの調査によれば、主要な指標におけるトップ企業は、5年毎に
平均して約40%入れ替わっています。つまり、常に新しい企業が市
場のリーダーを目指して準備を進めているということです。私たち
は、トップ企業入りを果たした多くの企業とビジネス関係を築いて
きたため、トップ企業となるには運が必要なのではなく、自らの特徴
を活かし事業運営に伴う状況の変化に巧みに対応することが求め
られると認識しています。

ここに示した特徴の一部は、前述の6つの行動指針にも盛り込まれ
ていますが、分かりやすいヒントとして、起業家が運任せではなく自
分で方向性を定めるための特に有益な資質を別途列挙しました。

この外周部の要素は、アーンスト・アンド・ヤングが考案した優良企業
モデルを参考にしています。優良企業モデルでは、急成長企業が成
長の過程で6つの基本課題（顧客獲得・管理、人材確保、リスク管理、 
取引・提携、業務効率、財務管理）にどう対処し、自社の「運」を高め
ているかを検討しました。3

「激動の金融危機であれ自ら招いた危機であれ、 
難局で一番大切なのは本来の自分であることです」

ハワード・シュルツ
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従来型企業が起業家から　　　
学ぶべき要素とは

• 従来型企業は、起業家の成長企業から多くを学ぶべきである

• 起業家精神を尊重し高く評価する企業文化を育む

• 従来型企業から抜本的なイノベーションが生まれた例は 
多くはないが、不可能だという理由もない。 
既存のビジネスモデルと競合しない周辺事業に 
進出することも一案

クルシェフスキーは、大企業を起業家型企業に変革するため、次の 
3点から成る計画を提案しています。

1. 能力主義を採用し、成果に応じて評価することを社員に周知さ
せる

2. 適切な人材を採用する（Stifelでは、向上心、熱意、思いやりの
3点を求めている）

3. 企業の成長に貢献した社員に、報奨として株式を授与する

Stifelの社員は1997年の時点で、時価総額4,000万ドルの株式の
うち10%を保有していました。その14年後の現在では、時価総額
25億ドルのうち40%を社員が保有しています。株式の保有割合は
変わりましたが、時価ベースで60倍以上の成長を遂げたため、株主
全てが利益を得ています。「私は、仕事がつまらないと感じるなら、
改善策を自分で考えるように指示しています。現状に甘んじること
なく、起業家精神を働かせるのです」とクルシェフスキーは語ります。

イノベーションへの取組み
従来型の大企業と成長期にある小企業のどちらにもイノベーション
を遂げる能力があります。しかし大企業の場合、たとえば製品や工
程の長期に及ぶ改良など、イノベーションは徐々にしか進みません。
これに対して、小企業は、既に定着した利害関係によって大規模な
変革が妨げられることがまずないため、抜本的なイノベーションが
生まれやすい環境です。

その一例が自動車業界です。自動車用の電気エンジンは数十年前
から存在しましたが、大企業は積極的に事業化しませんでした。「零
細企業がリチウム電池を開発するには、多大な努力が必要でした」
とヴェシエ氏はいいます。「大企業が電気エンジンの開発に乗り出
そうとすれば、自社の基本的ビジネスモデルと競合してしまうため、
開発を成功させることができるのは小企業だったのです」

とはいえ、大企業は根本的なイノベーションを実現できないわけで
はありません。ひとつの方法として、既存のビジネスモデルを脅か
す恐れのない周辺事業に参入することもできます。

従来型の大企業は、豊富な資源と世界規模の事業基盤を有し、改良
を重ねた高効率のプロセスを整備しています。しかしこうした企業
は、好機への対応が遅くリスクを負うことに消極的で、イノベーショ
ンも滞りがちです。大企業はベンチャー企業から多くを学ぶべきな
のです。これについて、調査に協力した起業家や回答者から寄せら
れた数々のアイデアを、主に2つの分野にまとめることができます。
それは、社員の処遇とイノベーションへの取組みです。

社員の処遇
多くの企業が社員に誤ったインセンティブを与えているという意見
に、インタビューした起業家の大半が同意しています。「社員の給与
は、会社の成功に貢献したことを評価するものではなく、規律を守り
是認された行動を取ることに対して支払われています」とターナー・
ダビラ氏はいいます。「マトリクス型経営の採用により、社員は社内
政治に没頭するようになってしまっており、市場や顧客を重視する
以上に、ブリュッセルのEU官僚さながらに社内の交渉に勤しんでい
るのです」

どの企業にも起業家型の社員はいますが、彼らは幾層もの官僚組
織に阻まれて潜在能力を発揮できずにいます。起業家精神に富ん
だ社員を有効活用するには、イノベーションを評価する企業文化を
経営幹部自ら育てる必要があります。「起業家精神は常に存在する
ものです」とセントルイスに本社を置く地域投資銀行StifelのCEO、
ロン・クルシェフスキーはいいます。「起業家的な考え方を促す枠組
みを作れば、平凡でありふれた企業も起業家型企業に変身を遂げる
ことができます。全ての社員は、起業家精神を潜在的に備えていま
す。それを開放する方法を考えればいいだけなのです」
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イノベーションの誘発
－話題の企業は内部から成長を推進する
アーンスト・アンド・ヤングは、以前に発表した報告書の中で、大き
な成功を収めた社内起業家制度の基礎を成す6つの企業戦略を解
明しました。

1. 社内起業を促進する正式な体制を整備する。社員が「日常業
務」を離れて独創的なアイデアを検討する時間を十分設ける
とともに、そのアイデアを確実に発展させ定着させるための
正式な手順を定めます。

2. 社員からアイデアを募る。社員は業界の実情を正確に把握し
ています。役職や職務を問わず全社員からイノベーション促進
に資する意見を募集します。

3. 多様な人材を登用する。統計調査の結果、多様な視点はより
優れたアイデアや製品を生むことが立証されています。

4. 社内起業家のキャリアパスを設計する。社内起業家は、その多
くが定型業務を不得手とし、組織の枠に収まらない傾向が強い
ため、彼らのキャリアを高める非伝統的な手法を考案します。

5. イノベーションを対象とした政府の優遇措置を検討する。社
内ベンチャーを支援する優遇措置を検討します。世界各国の
政府は、研究開発を対象とした税控除その他優遇措置を新た
に設けており、また、企業側からも政府にイノベーション推進
政策を要請しています。

6. 社内起業家制度の運用から生じる思いがけない困難に備える。
大胆なアイデアを支持することによって弊害が生まれること
もあります。事業の失敗や社内の軋轢、財務リスクに対処でき
るよう備えます。

「起業家的な考え方を促す枠組みを作れば、 
平凡でありふれた企業も起業家型企業に 

変身を遂げることができます」
ロナルド・Ｊ・クルシェフスキー
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結論
起業家は、過去10年間、世界経済で一段と重要な役割を果たしてき
ました。不確かな環境で好機を見出し、合理的なリスクを取り、アイ
デアを粘り強く事業化して成功させる彼らの能力は、雇用創出と景
気回復のどちらにとっても欠かせない要素です。

従って、世界の起業家の動機付け要因を解明しようとする研究は、
極めて重要な取り組みです。私たちが考察した起業家の遺伝子モ
デルは、これまで発表された研究結果とともに、起業家に対する理
解の促進に寄与することになるでしょう。このモデルの核心にある
のは、リスクへの一貫した態度と好機への積極的な姿勢といったバ
ランスのとれた内的統制感です。さらにこの中核部を取り巻く資質
として、意欲、情熱、それに強い個性と協調性の併存といった、成功
を収めた起業家の重要な特徴が挙げられます。

起業家は、束縛を受けない独立した立場にあると一般に思われていま
すが、起業により限りない自由を獲得できるというロマンチックな見
方は誤りです。起業家は上職者に対する報告義務こそ負う必要はあり
ませんが、顧客、社員、投資家に対し大きな責任感を抱いています。

訂正の必要がある誤解がもうひとつあります。それは、起業家は従
来型経営者と本質的にどこか違うという見解です。今回の調査やイ
ンタビューで示されたように、起業家の特徴は各自が生まれ持つ個
性だけでなく、起業前のビジネス経験や文化的背景、外的環境など
によって形成されます。端的にいえば、起業家精神を育むには先天
的要因よりも後天的要因が重要なのです。
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戦略的成長市場部門                                  
アメリカエリアリーダー

マリア・ピネリ 

Tel  +1 212 773 3000 
Direct +1 212 773 0578 
Fax  +1 212 773 6350 
Maria.Pinelli@ey.com

世界の起業家の声

アーンスト・アンド・ヤング「アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー」制度
を実施している国々

詳しくは、www.ey.com/eoyをご覧ください。

今日のグローバル化した経済では、成功するためにはイノベーション
と機動力が欠かせないことからも、起業家の果たす役割がかつてな
いほど重要になっています。彼らは世界経済を活性化し、低成長社
会に成長をもたらします。

アーンスト・アンド・ヤングは長年にわたり、起業家精神を高く評価し
てきました。

私たちは1986年以来、「アントレプレナー・オブ・ザ・イヤー」制度によ
り世界有数の革新的事業の立役者となった起業家たちを表彰し、そ
の功績を称えてきました。この制度は50カ国140都市以上に拡大
し、毎年900人以上の受賞者を出しています。

私たちは、こうした優れた起業家の功績を評価し、世界各国で起業
活動の紹介と推進に貢献してきたことを光栄に思います。

本報告書の内容に関して、ご意見、ご質問があれば、アーンスト･アンド･
ヤングの戦略的成長市場ネットワークの各エリアリーダーまでお寄
せください。

www.ey.com/eoy
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戦略的成長市場部門                              
欧州・中東・インド・アフリカエリアリーダー

ジュリー・テッグランド

Tel  +31 88 40 71000 
Direct +31 88 40 74070 
Fax  +31 88 407 4202 
andrea.vogel@nl.ey.com

戦略的成長市場部門                                            
アジア太平洋エリアリーダー

ビル・デルブス

Tel  +61 2 9248 5555 
Direct +61 2 9248 5969 
Fax  +61 2 9248 5205 
Bill.Delves@au.ey.com

戦略的成長市場部門
日本エリアリーダー

福田 慶久

Tel  + 81 3 3503 1100 
Direct + 81 3 3503 1100 
Fax  + 81 3 3503 1197 
fukuda-hrhs@shinnihon.or.jp



アーンスト・アンド・ヤングについて
アーンスト・アンド・ヤングは、アシュアランス、税務、
トランザクション・アドバイザリー・サービスなどの
分野における世界的なリーダーです。全世界の14
万1千人の構成員は、共通のバリュー（価値観）に
基づいて、品質において徹底した責任を果します。
私どもは、クライアント、構成員、そして社会の可
能性の実現に向けて、プラスの変化をもたらすよ
う支援します。

「アーンスト・アンド・ヤング」とは、アーンスト・アンド・
ヤング・グローバル・リミテッドのメンバーファーム
で構成されるグローバル・ネットワークを指し、各メ
ンバーファームは法的に独立した組織です。アー
ンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、英
国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提
供していません。詳しくは、www.ey.comにて紹介
しています。

アーンスト・アンド・ヤングの戦略的成長市場ネット
ワークについて 
アーンスト・アンド・ヤングの世界的な戦略的成長
市場ネットワークは、変化し続ける急成長企業のニ
ーズに応えることに尽力しています。これまで30
年以上にわたり、世界中で積極的な事業展開をす
る多くの企業が市場リーダーに成長する過程を支
援してきました。ベンチャー資金に支えられた創業
期の企業から国際的な中規模企業まで、私たちは
豊富な経験、洞察、世界的なリソースを活用して、
企業の可能性の実現に向けてプラスの変化をも
たらすよう支援します。 
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