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1.はじめに

本稿の目的は、日本国内における・entrepreneurship・研究領域の形成過程で訳出された翻

訳語に着目し、書誌情報分析によってその特徴を探索的に明らかにすることである。学術世界

に新たな言葉が成立し、普及する過程において、国外の研究上の学術用語が「輸入」され「翻

訳」されることは、新しい現象ではない。ただ、我々が・entrepreneurship・の研究領域の特

徴に着眼した理由は、主要概念であるentrepreneurshipに対して多様な翻訳語が並立したま

ま、統一されずに100年以上にわたって研究がなされている興味深い現状にある。

たとえば、entrepreneurship研究で著名な洋書の翻訳されたタイトルを例示としてあげて

みよう。ノースウェスタン大学のShane（2010）による・Theillusionofentrepreneurship・

は、豊富なデータをあげて、アメリカン・ドリームにまつわる起業の過酷さを系統的に説明し

たことで知られる書籍である。この本は「『起業』という幻想」と訳されている。一方におい
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て、北米のビジネススクール（経営大学院）等で最も普及しているテキストの1冊とされる

BygraveandZacharakis（2007）による・entrepreneurship・は「アントレプレナーシップ」

というカタカナ表記である。さらに同分野の学説史的な金字塔である・TheEntrepreneurship

（HebertandLink,1988）・は「企業者論の系譜」と訳出されている。

より興味深い例示を挙げたい。一般ビジネス書としても広く読まれるDrucker（1985）の著

作にいたっては・InnovationandEntrepreneurship・が「イノベーションと企業家精神」の

タイトルで1985年に出版され、同じ翻訳者でありながら1997年には「イノベーションと起業

家精神」に変更され、2007年には1985年版と同じ「イノベーションと企業家精神」に再び変

更して出版されている。著名な4冊の翻訳本をみただけでも、「企業者」、「企業家」、「起業家」、

「アントレプレナー」がentrepreneurの翻訳語として用いられていることがわかる1）。

entrepreneurという語は、カタカナ表記をすれば「アントレプレヌール」という発音に近

いフランス語を起源に持つ。欧米の研究等ではフランス語から他国の母国語へと置き直して解

釈やすり合わせをしていく過程で多様な訳語が使われ、最終的には1種類の翻訳語に落ち着い

ている。このことと照らしあわせてみると、日本のentrepreneurship研究領域の多様な翻訳

語の現在の状況は、かなり特徴的なものであり、研究領域の発展のために翻訳語の経緯につい

て検証を加えてみることには一定の意義があるといえるであろう2）。

本稿の課題は、次のような2つに設定することができある。まず第1に、なぜ我が国におい

ては、entrepreneurshipという概念（術語）が1つの翻訳語に集約されず、様々な表現の訳

語が継続されているのか、第2に、同領域の研究者がどのように翻訳語を選択しているのか、

を明らかにしようとすることである。

2.既存研究が検討したentrepreneurship研究の歴史と特徴

研究者にとって翻訳語の翻案あるいは使用の選択は、その翻訳語を用い始める母国での状況

において、自明であるとは想定しづらい。その選択行為によって研究領域は、形成されていく

という解釈もできる。ここでは、entrepreneurshipという言葉の発生から、研究が様々な学

派の研究者に波及されていく過程を振り返る。この概念の成立過程は、日本のentrepreneur-

ship研究領域の形成過程にとって、前史としてなんらかの影響を与えていると考えられる。

21.entrepreneurship研究の小史

日本に entrepreneurship研究が持ち込まれたのは 20世紀になってからだといわれる。

entrepreneurship研究は学問領域として1970年代後半から始まり、1980年代に発展してきた

（SextonandLandstr�m,2000）。フランスで銀行員の RichardCantillon（1680 1734）が

1725年にエッセイの中でentrepreneurshipという言葉を使ったところがentrepreneurship

研究の起源とされ（LohrkeandLandstr�m,2010,pp.18）、その後はフランスの経済学者や
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イギリスに波及し、ドイツ、そしてオーストリア学派がentrepreneurship研究を大きく発展

させた歴史がある（LohrkeandLandstr�m,2010）。

その後、第二次世界大戦が起こり、戦禍を免れるためアメリカへ亡命していったオーストラ

リア学派の一団がentrepreneurship研究をアメリカに持ち込むことになった3）。それ以来、

entrepreneurship研究の中心地がアメリカになっている。欧米ではentrepreneurship研究が

日本よりも先に蓄積していることもあり、欧米のentrepreneurship研究領域自体の分析が進

んでいる。次の項では研究領域の特徴とそれにまつわる議論についての先行研究を触れていく。

22.欧米のentrepreneurship研究領域の特徴と議論

そもそも、研究主題であるentrepreneurship自体があらわすのは経済社会的な現象であり、

様々な学問分野をまたがっている。そのため研究の問題関心や方法論が多様になり、研究者た

ちがentrepreneurshipの持つ概念の一特徴でentrepreneurshipを定義する傾向が2000年代

に入ってもなお、見受けられる（LowandMacMillan,1988:Low,2001）。

そのような多様性にたいして、Gartner（2001）はentrepreneurshipの定義の視点から次の

ような言及を残している。各研究者自身がentrepreneurshipの概念を部分的にしか捉えてい

ないことを自覚し、entrepreneurshipの定義の共有に向けて自らの定義が概念全体のどの部

分に該当するかを理解することが必要である（Gartner,2001）。

加えて、研究領域としての重点領域の偏在（断片）化も指摘されている。トマス・クーンの

科学論（1962）を紐解くまでもなく、研究領域の学問としての科学パラダイムは通常、「もの

の見方や考え方の基本にある世界観」を意味しているが、実際には「モデル、模範」という概

念間の関係性のセットという形で広まっていく（山岡、2002）。研究者が専門領域の調査を発

表する際に、術語の選択や採用の背後にある世界観を意識的に説明することは多くない。しか

し多様な学術的発見や科学的業績に関する「問い方」や「答え方」としての用語が定着し、普

及するにつれて累積が生じて、支配的な見地や世界観が成立していく。

上述のように、ある意味で通常の科学や学問の形成過程と同様に、entrepreneurship研究

領域ではentrepreneurshipの定義が厳密なレベルでは共有されないまま研究の蓄積が進んで

きた。他の社会科学の領域での概念定義のパラダイム化の過程と比較することは容易ではない

が、特に同分野で影響力のある研究者は、学会誌の節目となる論説などで、この研究領域

は研究の寄せ集め状態である、といった問題意識を繰り返し表明してきた（Shaneand

Venkataraman,2000）。彼らは、厳密なレベルで定義が定まっていないことは、社会科学と

しての実用性のために兼ね備えられるべき概念としての用具的な枠組みの発展の欠如につなが

りかねないことを懸念している。

多く引用された論文・著作が重要な学術世界への影響を与えているという前提に立って、

entrepreneurship研究領域においても共引用分析を用いた一連の研究がある（Zahra,2005;

学術翻訳語の普及過程とその多様性の継続（山田・植田・柳）
日本におけるentrepreneurship研究領域の書誌情報分析：
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Landstr�m andPersson,2010）。たとえば書誌統計学で研究者同士の関係を経時的に分析し

た引用ネットワークからは、同じ分野の研究者のentrepreneurship研究を引用する傾向があ

ることがわかっている4）（Landstr�mandPersson,2010）。

彼らは、研究者集団が研究者の学問的バックグラウンド（専門とする分野）や、entrepreneur-

ship研究領域への貢献の仕方について、その特徴や傾向を区分できることを明らかにした。

たとえばLandstr�mandPersson（2010）は、経済学や経営学、その他に研究者の学問的バッ

クグラウンドを設定して引用分析をしたところ、引用する文献は自らと同じ学問的バックグラ

ンドを持つ研究者による研究である傾向がみられた。同じ経営学の範囲の中でも、その小区分

の領域間の分野の移動さ参入を注視しても一定の傾向がある。異なる経営学の小区分領域から

entrepreneurship研究領域への参入のなかである特徴を見出すことができる。たとえば、戦

略論研究領域からentrepreneurship研究領域に参入した研究者の場合、戦略論の中で蓄積・

共有された知識や研究方法にもとづいてアプローチするため、引用文献やその研究を注目し引

用する研究者には戦略論の研究者が多く含まれる（Davidsson,andGartner,andZahra,

2006）。

また研究者と研究領域の関係についても考察されている。entrepreneurship研究領域に存

在する研究者を、entrepreneurship研究の数とentrepreneurship研究領域へ与える影響力度

合いの2軸で分類すると、研究者群が4つ存在することが確認できる。なかでも一時的に

entrepreneurship研究領域へ参入してきた研究者集団が研究領域を断片化した要因のひとつ

として指摘されている（Landstr�mandPersson,2000）。

書誌情報分析のアプローチに基づく先行研究のまとめとして、欧米のentrepreneurship研究

領域の特徴には、大まかに次の2点がある。1点目は、同じentrepreneurshipという単語を

用いていても各研究者のおく定義が必ずしも収斂せず、異なったままである点である。さらに

2点目として、entrepreneurship研究領域に参入している研究者の学問的バックグラウンドは、

関連領域からかなり多様になっているということである。

3.日本のentrepreneurship研究領域の分析における研究課題

前節では、欧米のentrepreneurship研究領域において様々な学問的バックグランドを持つ

研究者が存在し群をなしていること、またentrepreneurshipの定義を必ずしも厳密な意味で

共有されている状況にあるわけではないことがわかった。このような状況要因が欧米の

entrepreneurship研究領域の断片化の要因になっていると分析されていることもわかった。

このようなentrepreneurship研究が持つ歴史的背景を考慮すると、日本の研究領域は欧米

での先行研究の特徴を引き継いでいる可能性がある。また日本のentrepreneurship研究領域

に特徴的な翻訳語の種類の派生と残存にも注目することができるであろう。そこで本研究では、

欧米におけるentrepreneurship研究領域の特徴を参照点に置きながら、日本の研究領域につ
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いて探索的分析を行う。

よって本稿では、翻訳語の使われ方に注目しながら2点の研究課題に対して探索的に取り組

む。（1）日本のentrepreneurship研究領域に存在する研究者の特徴を明らかにする、（2）研

究者の翻訳語選択が研究領域の形成に与える影響を明らかにする。

4.分析データ・セット

研究課題の探求を書誌情報分析で行うにあたって、日本のentrepreneurship研究に関する

書誌情報が整理されたデータベースが必要である。しかし、日本におけるentrepreneurship

研究がデータベース上に整理されていないのが現状である5）。そのため、我々は2012年から

2013年にかけて、データベースを独自に構築することから始めた。

今回データベース作成にあたって利用した検索データベースは、CiNiiとJ-stage、そして

booknestである。対象とした論文の媒体は、大学の紀要、組織科学、日本経営学会誌、経営

史学の4種類である。

媒体の選択理由をこれから述べる。まず、査読付きと査読無しの差が研究領域の構築に影響

を与えている可能性が考えられたため、外部査読無しの代表として大学紀要、査読つきの代表

として専門雑誌を選んでいる。外部査読無しの代表としての意味以外にも、大学の紀要は全国

の大学における研究を含むことから、日本の標準的な研究の集団と意味付けることもできる。

標準的な研究集団と専門的な研究集団との比較を可能にするだろう。

専門雑誌の3種を選んだ理由は、学会の歴史の長さとコミュニティの大きさである6）。大学

紀要と組織科学、日本経営史学会誌はCiNiiから、経営史学はJ-stageからも論文を抽出し、

カバー範囲が分析時点で網羅的になるよう補完した。

本研究のデータとなる対象は、インターネット上から入手できる論文のみである。また、検

索対象年は2011年までとした。検索する際の条件は「論文名」、「抄録」、「論文キーワード」、

「全文」をOR検索した。「全文」も対象にすることで、entrepreneurshipを研究の核に取り

上げていない研究も拾うことができる。entrepreneurship研究は他学問分野からの参入障壁

が低く、欧米の先行研究をみると、そのような他から参入した研究者の動きが研究領域の分析

の際にひとつのポイントになっている7）（Landstr�m,2001）。よって、entrepreneurshipを

核にしていない研究も分析対象に入れる意味があると判断した。

翻訳語の検索ワードは各種翻訳語の接頭語として、「企業者」「企業家」「起業家」「アントレ

プレナー」8）と設定した。接頭語で検索することで、例えば「企業家」だけでなく「企業家精

神」も検索対象になるからである。今回は、経験的に確認されている複数の翻訳語と研究領域

の関係の実態を分析することに焦点を当てるため、経験的に確認される翻訳語をキーワードと

して選んだ。抽出した各論文の文献執筆者名、論文タイトルは上記のデータベースから確認し

作成した。抽出した論文が引用した文献の文献執筆者名、出版年（初版）に関しては、本文末

学術翻訳語の普及過程とその多様性の継続（山田・植田・柳）
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81



尾に掲載された参考文献リストより手で入力している。引用文献の中でも、研究者によって書か

れた論文と書籍を対象とする。公的機関が発行した資料、執筆者名不明の新聞記事、雑誌の記

事などは今回の研究目的上、分析対象外として省いた。件数などの詳細は、表1の通りである。

5.分析方法

データの分析には、統計処理のフリーソフトであるRを用いる。本節では、各研究課題に

対する分析方法と手順を個別に説明する。

まず研究課題の1点目「日本のentrepreneurship研究領域に存在する研究者の特徴を明ら

かにする」に対して、各学会において引用被引用の構造がそれぞれ異なるのかどうかを、べき

数を用いて検証する。しかし、べき数だけでは同じべき数の変化を持つものが同じ引用傾向を

持つとは言い切れない。そこで、どの筆者が多く引用されているかについて定性的情報も併せ
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て確認することで、外見の構造と内面の構造がともに同じ傾向を持つのかを評価することにし

た。

文献の引用ネットワーク分析に関する先行研究によれば、被引用回数とノード数の対数プロッ

トに関して、被引用者の分布はべき分布に従っていることがわかっている（安田・松尾、2005；

杉山・大崎・今瀬、2006）。よって、本研究でも正規分布や他の分布は想定せずに、べき分布

を仮定することが望ましいと考えられ、べき分布であるとみなして分析を行う。x軸に何回文

献が引用されたかを置き、y軸にその回数引用された人が何人いたかをカウントする。それを

両対数グラフでプロットすると次の図1のようになる。

図1の右のように、両対数でプロットすると、ほぼ直線になるのがべき分布の特徴である。

このべき分布は、地震の規模と発生頻度の関係など、自然界における数多くの事象で観察可能

であり、マーケティングなどの分野では、ロングテールという言葉で知られている。この分布

の傾きは、べき数（γ）と呼ばれており、この傾きの差によって、どの程度の一極集中が生じ

ているかがわかる。この傾きが大きくなると相対的に一極集中の度合いは低くなり、傾きが小

さくなると、一極集中の度合いが高まっていることを示している。

次に2点目の研究課題「研究者が研究領域の形成に与える影響」の検討のために、各翻訳語

が使われ始め普及していくまでのプロセスをネットワークで図示化する。引用ネットワーク図

とネットワーク図の指標から研究者同士、研究同士のつながりを明らかにし、どのように研究

領域が形成されてきたのか、またその際に研究者はどのような影響をもたらしているのかをみ

ることができる。

分析手法はTemporalnetworks（Holme&Saramaki,2012）で、分析ツールのRのパッケー

学術翻訳語の普及過程とその多様性の継続（山田・植田・柳）
日本におけるentrepreneurship研究領域の書誌情報分析：
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図1 引用・被引用の全体のプロット

出所）筆者作成



ジはigraphを使用している。

分析の段階は、最初に翻訳語別に全データを4分割し、ネットワークグラフと時系列指標を

作成、その後、翻訳語別の結果を比較するという3ステップとなっている。時系列指標につい

ては、累積でのべき数と、累積での被引用論文平均年を設定した。被引用文献の初版年の平均

被引用論文平均年を算出する。被引用論文平均年を算出した理由は、研究者が平均的にどの時

期の研究に依拠しているか、という観点がentrepreneurshipの翻訳語のネットワークを解釈

する上で重要になると考えたからである。

6.分析結果

61.研究者の特徴

次の図2から図5はネットワーク分析の結果である。グラフの縦軸は上から順番に、引用ネッ

トワークのノード数、べき数、被引用論文平均年の推移である。横軸には年をとっている。

「アントレプレナー」はデータ数が少ない上、最近になって出現した翻訳語のため検証しに

くいが、他の3つの翻訳語では、べき数が急激に上がっている箇所がみられる。翻訳語の登場

時に引用の集中が高くなり、そして低下したのちに上昇するという流れがみられる。研究者が

どの翻訳語を選ぶにしても、それぞれの研究の蓄積は同じような傾向を辿っている可能性があ
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出所）筆者作成
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図3「企業家」全期間のシード数とべき数

出所）筆者作成

図4「起業家」全期間のノード数とべき数

出所）筆者作成



る。

また、翻訳語の登場後は、その翻訳語を用いた文献数は少ない状態が続くため、研究者が依

拠する文献の年代がどう変化していくについては、データ数の制限上解釈することはできなかっ

た。

62.研究者が研究領域の形成に与える影響

媒体別に、被引用されている研究者の頻度を定性的に抽出したものが表2である。高頻度で

引用される研究者を上から順に5人並べたところ、共通する研究者は見られなかった。べき数

をみると、各媒体がもつ引用ネットワークにおける引用の集中度が異なることから、各媒体は

異なる構造の引用ネットワークを持つことがわかった（図6）。さらに、異なる研究者がそれ

ぞれの媒体で高頻度に引用されていたことも明らかになり、定性的にみても各媒体で引用ネッ

トワークの構造は異なることがわかった。

研究者が用いるentrepreneurshipの翻訳語と研究領域の関係についてみていく。使用され

ている翻訳語ごとにデータベース中の文献を分類し、各翻訳語を使用した研究がどのようなネッ

トワークを形成しているかをみるために、べき数を調べたのが図7である。カタカナ表記の

「アントレプレナーシップ」は傾きが高く、「企業者」の傾きは低いことが特徴的である。「ア
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図5「アントレプレナー」全期間のノード数とべき数

出所）筆者作成



ントレプレナーシップ」は比較的近年になって使用されるようになった翻訳語であることを考

慮すると、翻訳語が使用されている期間の長さが関係しているかもしれない。翻訳語別に、高

頻度に引用されている研究者をみると重複している研究者が目立つ。また、媒体別に引用ネッ

トワークをみたときに、学会ごとに引用集中度に違いがみられたことから、学会別に翻訳語の

使用傾向があるかどうかも確認した（表3）。多様な翻訳語をどの学会でも使用している一方で、
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図6 媒体別のべき数

出所）筆者作成

表2 各学術媒体別の被引用者ランキングTOP5

注）人名の横にある数字は被引用回数を示す。
出所）筆者作成



学会ごとで使用する翻訳語に偏りのある傾向もみられた。高頻度で引用される研究者は翻訳語

ごとの場合では重複していたことから、被引用文献の差異が少ないことが示唆される（表4）。

各学術誌の媒体が持つ引用構造をみると、それぞれに引用の集中度が異なり、高頻度で引用

される研究者は各媒体で異なるという構造を持つ。そして、定量的と定性の観点で比較すると

両者は一致せず、異なる構造を持っていた。

翻訳語の選択媒体ごとに使用される翻訳語は一定の偏りがあるとはいえ、規定されてはいな
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図7 entrepreneurshipの翻訳語別のべき数

出所）筆者作成

表3 翻訳語別と媒体別のクロス表

出所）筆者作成



かった。つまり、学会という研究者のコミュニティによって研究者が使用する翻訳語は必ずし

も決定されていないことがわかった。

7.考察と議論

71.分析結果の考察：引用の集中と拡散

本研究では欧米の先行研究を参照点として、日本のentrepreneurship研究領域の特徴を書

誌情報分析によって明らかにすることを試みた。

今回の引用ネットワーク図からは、研究者の特徴として翻訳語の選択にある傾向が存在する

ことがわかる。引用ネットワーク図の指標に注目して引用ネットワークが持つ意味について解

釈するならば、引用の集中と拡散の流れが翻訳語「アントレプレナー」を除く他の3つの翻訳

語で同じようにパターンを描いていることが読み取れる。翻訳語が登場した当初は引用される

研究者が偏っている。その後、翻訳語が一定期間、普及したと考えられる段階では、引用され

る研究者は分散する傾向にある。当該翻訳語の普及後には、引用される研究者が再び分散して

いる傾向もあった。

このように3つの翻訳語それぞれ同じパターンが一定程度、確認できたことから、各翻訳語

の特徴やニュアンスの違いに関係なく、翻訳語の普及過程には共通する傾向がある可能性を示

唆できる。学会という研究者集団とは直接的に関係なく、他の要素が影響を及ぼして研究者に

翻訳語が普及している可能性も考えられる。

次に、研究者が研究領域の形成にもたらす影響の検討について言及する。学会単位の研究者

集合に引用構造の差異は、明確に検出されなかった。言い換えれば、各学会に所属する研究者

同士のつながりは、entrepreneurshipの翻訳語の選択行動に対して、直接的には影響を及ぼ

していないことが類推される。
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表4 翻訳語別の被引用者TOP5

注）人名の横にある数字は被引用回数を示す。
出所）筆者作成



本研究の分析結果によれば、翻訳語の普及過程によって、一定の引用頻度の傾向が観察でき

る。研究者の翻訳語選択の傾向として、翻訳語を選ぶ時期の背景となる時代ごとの流れや流行

としてのピークがあるように見受けられる。よって新たな研究仮説として「entrepreneurship

に対する複数の翻訳語を、研究者は、時代の流れに影響を受けて選択している」という課題を

提示することができるだろう。

またentrepreneurshipという言葉は学術上の用語だけでなく、ビジネス界一般や政策上の

言葉としても、同時代的に使われ続けている言葉である。よって、学術界での翻訳語の使われ

方とビジネス界一般での使われ方は相互に影響を与えている可能性がある。そこでビジネス界

一般でentrepreneurshipの各種翻訳語がどのように用いられているのかを確認した。図8は、

日本経済新聞で各翻訳語が用いられた記事件数の推移を単純集計でみたものである。ビジネス

界一般でも複数の翻訳語が使用されていることがわかる。

学術論文の翻訳語の使い方の全期間の集計として、比較的、「企業家」がよく使用されてい

る傾向にあったが、近年の傾向を確認する範囲においては、経済系の新聞記事では「起業家」

のほうがより使用されており、記事で「起業家」が登場した年のほうが論文で「起業家」が使

用された年よりも早い。このことから、ビジネス界で使われ始めた「起業家」が研究者に影響

を与え、論文内で使用されるようになった可能性が示唆される。そこで、さらに「ビジネス界

一般における翻訳語の使われ方が研究者の訳語選択にも影響を与える」という仮説も導くこと

ができる。

複数の翻訳語と研究領域の関係は、学会コミュニティ以外の要因によっても翻訳語選択は行

われており、研究領域の形成過程にはビジネス界や流行といった社会的背景や脈絡が影響を及

ぼしていることが示唆できる。
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図8 日本経済新聞の記事内での翻訳語の使われ方

出所）筆者作成



72.議論と新たな課題

今回、国内書誌情報の独自のデータベースの構築と研究課題に基づく考察から、新たに2つ

の仮説を導き出すことができた。これらの仮説が本研究主題にもたらす、学術的意義ならびに

実践的な含意を思弁的に考える。本研究の第一の意義は、日本のentrepreneurship研究領域

の主要概念の翻訳語の使用傾向を明らかにしたことである。叙述的レビューによってではなく

書誌統計分析により翻訳語の多様性と定着の過程について明示することができた。さらに日本

のentrepreneurship研究領域にいる研究者の特徴として、研究者がどのように各種翻訳語を

選択しているのか、長期的な引用ネットワークで検討したことに第二の学術的意義がある。

本研究の結果は、必ずしもentrepreneurshipに対する学術上の翻訳語が複数あることその

ものが同分野の問題点だと示唆しているのではない。むしろ翻訳語が複数のまま共存・併用さ

れていることではなく、それぞれの翻訳語の定義が研究者同士、さらに実務家や政策担当者の

間でも十分に術語として意味の体系について切磋琢磨して検討され共有されてきたのか、とい

う問い直しを迫っているといえる。本研究の実践的な含意は、同分野の主要概念の定義の共有

のあり方に関する未熟さの暗示である9）。

我々の分析から、各翻訳語について定義を自覚し、時代背景に基づいて使い分けている研究者

もいれば、そうではない研究者も存在することが示唆される。これらの示唆は、各翻訳語の定義

が研究者全般だけでなく、政策担当者やビジネス界一般にも共有されず曖昧なままであること

が術語の翻訳の多様性という形を伴って表出として解釈ができる。その学術界とentrepreneurship

を巡る制度上、実践上のコミュニティの意味体系に関わる厳密さの探求の不足が中小企業や企

業家活動全般の統計的把握や、我が国の風土や歴史に則した理論構築の未熟さを招いたことの

一端であることも示唆している。

主要概念の定義を確立し共有することは、entrepreneurshipを研究するときだけでなく、

entrepreneurshipを教育し、政策として促進する際にも重要な基盤であろう。また学問の役

割を規範的に措定するならば、本来、学会が理論的な吟味に従って、欧米研究を参照しながら

にしても、翻訳を経て術語を実務や政策に対して提供するという構図が期待される。今回の分

析結果は、むしろ、社会の現象や需要に照らし合わせ、理論的な一貫性を欠いて翻訳語を使い

分ける研究者や学会の状況を浮かび上がらせているかもしれない。

現在のところ、社会現象としてのentrepreneurshipを厳密に学術的な枠組みでとらえ、我

が国の事情を踏まえながら理論的に体系化を目指す努力は十分とは言いがたい。その目標を鑑

みるにあたって、ある一定の時代や時期ごとで頻度の高い翻訳上の術語が変遷を重ねているこ

とは、国際的に考えても「ユニーク」な現象だといえよう。ある新しい学問分野において、新

たな主要概念が生まれ、研究者ならびに実践の世界において、その学術用語が使用を通して成

長・定着し、社会的な構成概念となっていく過程は複雑な現象である。この学術用語の形成と

普及の過程で、我が国のentrepreneurshipという言葉が変遷と多様性を保持していることに
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ついて検討することは、メタ理論的にも研究実践のあり方に関する様々な示唆を与える可能性

がある。ただし、今回、翻訳語のべき数とノード数の変化から、その普及過程と判断し解釈し

てきたが、「導入期」、「普及期」、「発展期」を精緻化し、数値として明示的に区切ることが十

分にできなかったことは、本研究の分析の限界点である。

本稿は、日本語における学術文献データへのアクセス上の制約上、各翻訳語の定義内容その

ものを踏み込んで分析対象に入れられていないという限界を持つ。各翻訳語によって定義が十

分に確立されているのか否か、そして定義が確立されているのならば、その定義はそれぞれの

翻訳語によって異なるのか否か、といった定性的な内容について直接的な分析や考察を通じて

明らかにすることはできなかった。今後の重要な研究課題といえよう。

さらに既存の学術コミュニティの構造に関しても、研究者の師弟関係や専門領域から形成さ

れる研究者の社会的組織など、学会以外に考えうる研究者ネットワークやコミュニティの影響

力に対しても、本研究の仮説を検証する必要があるだろう。entrepreneurshipの定義や研究

者の専門領域、専門領域の移行に関するデータを取得することで、以上に挙げた限界を補うこ

とが出来ると考える。今後、存在感を増すようになるかもしれない比較的、新興のステージに

ある学会・学術誌についても対象に取りいれることで、近年の成長著しい分野における研究者

の動向や影響力に注目した研究もできるであろう。

8.結語

本研究は、我が国にみられる複数のentrepreneurshipの翻訳語の定義が共有されているの

か、という問いを提示した。しかし、本論の分析作業は、各訳語に基づく研究群の主題設定や

キーワード、分析手法と著者プロフィールなどの厳密な検討ではない。当該分野の歴史的な翻

訳語の普及過程と引用ネットワークの表層的な特徴を整理したという段階に過ぎない。今後、

各翻訳語の定義を含めて分析する必要がある。欧米の書誌情報分析の結果との一層の比較参照

した検討についても行われるべきであろう。

entrepreneurshipの翻訳語以外にも、関連して学術界やビジネス界一般でも使われ、その

使われ方が拡散し、定義が浸透しているのか懸念されている言葉は、他にも経営学において

見受けられる。例えば、「ベンチャー（・ビジネス）」という和製言葉が、清成・中村・平尾

（1971）を皮切りにして、急速に広がり、成長志向の新興企業を指す術語として定着した。や

がて清成らの研究活動は、日本国内の中小企業分野の数多くの論争の構図に影響を与えた10）。

今後の研究課題として、entrepreneurship領域における我が国の中心概念となった「ベン

チャー」という術語が、学術界やビジネス界一般でどのように脈絡の中で定義され、使用され

続けてきたのかを、今回と同じようなアプローチや手続きを踏んで、その意味する内容を検証

する必要があるであろう。さらに、その際には「中小企業」と「イノベーション」といった関

連性の非常に深い概念の成立や普及と時代ごとの制度的背景や区分について、entrepreneur-

経営研究 第66巻 第2号92



ship 概念との異同などを含め、多元的な現象と学術用語の発達過程に関する相補的な調査と

考察が求められよう。これらの課題については、稿を改めて検討したい。
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注

1）著者たちの問合せに対して、訳者は「時勢の変化に合わせて訳出を対応させた」という説明をしてい

る（2013年 10月のメールと書面による応答に基づく）。

2）例えば、日本国内の経営学の用語の例示で言えば、経営組織論・組織行動論の中心概念の 1つに該当

するであろうリーダーシップ（Leadership）のように、専門用語の翻訳語として 1種類に定着している

ものもある。

3）その代表的な一人が Schumpeterである。

4）研究者のバックグラウンドを経済学、経営学、それ以外で分類している。

5）データ取得を行った 2014年現在。

6）日本経営学会で 2105人、組織学会で 2033人、経営史学会で 889人（2013年 9月現在）

http://www.gakkairengo.jp/kamei/（2014年 8月 10日参照）

7）Herbert Simonのキャリアが示すように、経営学だけでなく複数領域へ学際的に貢献する学者の存

在が学術研究領域の新たな構築に影響を与えているだろう。

8）これらの翻訳語は、はじめに説明したように、entrepreneurship研究に関する主要書籍の翻訳で使用

されていることが経験的に確認されている。

9）国内において広義のアントレプレナーシップ研究の専門学会が設立されるまでに発展するにいたって、

全体的にどの程度、欧米の文献に依拠した上で、独自の理論的な発展を遂げて、固有の概念規定がなさ

れたかについては、現在、曖昧である。中小企業学会（Japan Academy of Small Business）が 1980年

に設立され、日本ベンチャー学会（The Japan Academic Society for Ventures and Entrepreneurs）

が 1997 年、企業家研究フォーラム（Forum for Entrepreneurship Studies）が 2002 年に相次いで設

立されている。

10）彼らの研究活動は、ビジネス界のジャーナリズムや政策策定者にも影響を与え、中小企業法における

定義や政策の転換にまで関わったことは、清成（2009）に詳述されている。
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Bibliometric analysis of “Entrepreneurship” in Japan

Jin-ichiro Yamada, Yuki Ueda and Junya Yanagi

Summary

Research on entrepreneurship began in Western countries and is now conducted

all over the world, including in Japan. In the Western context, only one term is

used to represent the core concept, “entrepreneurship”; however, the concept is

represented by four terms in Japanese. Hence, researchers studying Japanese

entrepreneurship are required to choose an appropriate term. Considering the

possibility of inheriting Western research, we implement exploratory analysis

with the data in two respects; to uncover some features underlying Japanese

entrepreneurship research area and to understand how to develop the entrepre-

neurship research in Japan with selected translation（s）by researchers.

Our analysis of the extant literature indicates that researchers’ choice of terms

does not relate only to the usage within academic communities, but also to the

business world and influences the broader social trend. We examine the defini-

tions of the different translations of the four Japanese terms that represent

entrepreneurship and highlight the consequences of not choosing a particular

term in the development of the field.
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