
2018.6 5

スタートアップ企業のイノベーション活動
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＜ 要　旨 ＞

○日本のように成長が鈍化している経済においては、その活性化のエンジンとしてスタートア
ップ企業への期待が大きい。特に、ハイテク・スタートアップと呼ばれるイノベーションを志
向する企業の出現と成長を通じた経済活性化は、政府の重要な政策課題として位置付けられ
ている。他方で、イノベーション活動は高いリスクを伴うため、必ずしも思ったように成果
が出せないまま撤退を余儀なくされることも少なくない。そこで、本稿では、資源が乏しく
経験の浅いスタートアップ企業のイノベーション活動への政策的支援を検討するために、ス
タートアップ企業のイノベーション活動の効果と要因に関する国内外の実証研究をサーベイ
する。

○これまでの多くの研究においては、イノベーション活動に取り組むスタートアップ企業は、そ
れ以外の企業より存続確率（失敗確率）が低い（高い）傾向があることが明らかになった一
方で、このような企業は外部組織との連携を伴う場合は成長できるという結果が得られてい
ることがわかった。また、イノベーションを実現した企業はそうでない企業に比べて生存す
る可能性が高い一方で、このような企業の中で成長できるのは創業後一定期間生存した企業、
あるいは、急成長企業であるという結果が報告されている。さらに、イノベーション活動の
要因に関する実証研究においては、創業前に受けてきた教育、産業における職務経験、技術
経験といった創業者の人的資本の水準が創業後のイノベーション活動（企業内での研究開発
活動および外部組織との技術連携）を決定する上で重要な役割を果たすことが明らかになっ
ている。本稿では、先行研究のサーベイの結果をもとに、スタートアップ企業を含めた中小
企業のイノベーション活動に関して政府が検討すべき政策課題について議論する。

特集：中小企業のイノベーションと生産性向上



目　次

2018.66

１．はじめに

日本の経済活性化を促進する上で、なぜスタ

ートアップ企業への期待が大きいのか。「平成

27年版中小企業白書」によれば、日本におけ

る開業率は5％程度に留まっている。日本にお

ける開業率は長期に渡って低迷しているため、

日本政府は、開業率を引き上げるための政策を

たびたび打ち出してきた。例えば、2006年に

施行された「会社法」によって最低資本金規

制が撤廃され、株式会社の設立が最低資本金

の規制を受けずに可能となった。また、2014年

に日本政府が打ち出した成長戦略では、開業率

が廃業率を上回る状態にし、欧米並みの10％

に引き上げる目標が掲げられた。さらに、近年

では、政府系研究機関によるベンチャー企業に

対する投資を促進するための政策が打ち出され

たり、ベンチャー企業の知的財産戦略を支援す

る体制が整えられたり、政府は、新しく市場へ

登場する企業を促進し、支援する政策を次々に

打ち出している。このように、低経済成長に直

面する日本においては、新しい企業の登場によ

って産業を活性化させることに強く期待がもた

れている。

では、すべての新しい企業が経済活性化へ

貢献することができるのか。この問いに対して

は、近年懐疑的な見方を提示する研究が多い。

例えば、Aghion et al.（2009）が分析したように、

スタートアップ企業の中でもイノベーティブな

企業が参入することは、既存企業のイノベーシ

ョンへのインセンティブを高めることで生産性

の改善へ繋がると考えられる。Colombelli et 

al.（2016）は、フランスのミクロデータによる

実証的証拠をもとに、政策的な観点からは単に

新しい企業を生み出すだけでは十分ではなく、

イノベーションを志向する企業を生み出すこと

を目指すべきであると主張している。経済成長

を実現するためには、知識のスピルオーバーが

期待でき、高成長を遂げる可能性を秘める「ハ

イテク・スタートアップ」の登場が特に期待さ

れている。本稿では、創業後のイノベーション

活動がその後の生存や成長といったパフォーマ

ンスにどのような影響を与えるのかについて、

企業レベルのミクロデータを用いて分析されて

きた先行研究をサーベイし、どのような企業を

生み出すことが経済活性化にとって重要である

かを検討していく。また、スタートアップ期の

企業は資源や経験を十分に有しておらず、資金

調達や人材確保などの面で多くの困難に直面

することがよく知られている。とりわけイノベ

ーション活動においては多くの困難に直面する

ことがたびたび指摘されてきた。そこで、スタ
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ートアップ期におけるイノベーション活動を促

進（阻害）する要因について、先行研究で得ら

れた知見を整理することによって明らかにす

る。これらの検討によって、エビデンスに基づ

く政策立案へ向けた何らかの手がかりを与える

ことを目指す。

本稿は、以下のように構成される。まず次章

では、スタートアップ企業のイノベーション活

動の特徴を含め、研究の背景について詳細に

議論する。3章では、スタートアップ企業が創

業後に生存、成長する上でイノベーション活動

がどのような役割を果たしているのかについて

先行研究をサーベイする。4章では、スタート

アップ企業のイノベーション活動を促進する要

因についてサーベイを行う。5章では、サーベ

イの結果をもとに、今後日本においてハイテク・

スタートアップが成長する上での課題について

議論する。最終章では結論を述べる。

２．背景

2.1. 創業後のパフォーマンス

企業の多くは、創業後間もなく退出するとい

うことが良く知られている。Bartelsman et 

al.（2005）によるOECD10か国のデータを用い

た分析によると、20％から40％の企業が創業

後2年以内に、50％が創業後5年以内に退出す

ることが示されている。創業した企業の中でど

のような特徴を持つ企業が発展していくのか。

この問いに答えることは、どのような企業を支

援すべきかという創業支援の手がかりを探る上

で有益である。ここでは、これまで国内外で行

われてきた企業の「創業後のパフォーマンス」

に関する研究を概観する。

これまで国内外で行われてきた研究では、創

業後のパフォーマンスとして生存と成長が注目

を浴びてきた。創業後の生存の要因として、特

に創業時の規模の役割が注目されてきた。大規

模企業は、最小効率規模により近い水準で操

業できるため、小規模企業よりも生存する可能

性が高いと考えられる。例えば、Audretsch 

and Mahmood（1995）は、アメリカにおける

事業所の存続期間の要因を分析し、事業所規

模が大きくなるにつれて存続期間が長い傾向が

あることを明らかにした。また、大企業が生存

しやすい理由として、Fazzari et al.（1988）は、

大規模企業の方が小規模企業に比べて、外部

金融機関から資金調達がしやすいことを挙げ

た。さらに、Geroski et al.（2010）は、大規模

企業が小規模企業よりも効率的であるのは、費

用曲線の異なる点で操業することが原因ではな

く、より重要なことは優れた経営能力を有して

いることであると指摘している。日本のスター

トアップ企業に関しては、Honjo（2000a）は、

東京において新規に設立した製造業企業の存

続期間の決定要因を分析し、資本金や従業員

規模が小さい企業ほど倒産する確率が高いと

いう結果を示した。また、Honjo（2000b）は、

日本のソフトウェア産業を対象に、資本金や従

業員規模が十分でない企業は倒産しやすいこと

を明らかにした。

創業後の生存要因として、企業規模に加え

て企業年齢の役割についても多くの研究が

行われてきた。Jovanovic（1982）によるNoisy 

selectionの理論が示唆するように、企業は参入

後に事業活動を通してその業界や自身の効率

水準を知ることができ、年齢とともに学習の結
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果として生存確率が高まる可能性が高い。実際

に、企業年齢の効果については多くの実証研究

が 行われてきた。たとえば、Audretsch et 

al.（2000）は、オランダの製造業のデータを用

いて、企業の規模と年齢が上がるにつれて生存

確率が高まるという結果を示した。他方で、

Thompson（2005）は、アメリカの鉄鋼船舶業

に参入した企業の生存要因を分析し、企業年

齢の生存への効果は「生存バイアス」によるも

のであり、長年生存している企業が次の期も生

存しやすいことを示しているに過ぎないという

結果を示している。Thompson（2005）は、企

業規模や年齢以上に、市場への参入前の創業

者や企業の経験・履歴が生存確率を決める上

で重要であることを指摘した。これらの年齢や

過去の履歴が生存要因として重要であるという

結果は、創業後の企業のパフォーマンスが「経

路依存的（path dependent）」であることを示

している1。どのような条件で創業するかによ

って、その後のパフォーマンスが左右されるこ

とを示唆している。

創業後の成長の決定要因に関しては、ジブラ

の法則（Gibrat’s Law）の検証を巡って多くの

研究者によって分析されてきた。「ジブラの法

則」とは、「企業成長は規模とは独立である」

という規模と成長の関係に関する仮説である

が、これまで多くの実証研究において棄却され

てきた。例えば、Hart and Oulton（1996）は、

イギリスの新規企業のデータを用いて、規模の

小さい企業は大規模企業よりも早く成長する傾

向にあるという結果を示した。他方で、Hart 

and Oulton（1996）は、ある一定の規模までは

より早く成長する傾向があるが、ある程度の規

模より大きくなると規模と成長の間には有意な

関係は観察されないことを示した。また、Lotti 

et al.（2009）は、小規模企業は参入初期には

大企業よりも成長する傾向があるが、時間の経

過とともに規模と成長の関係は小さくなること

を明らかにしている。年齢と成長の関係に関し

ては、これまで多くの研究によって、若い企業

ほど成長するという結果が示されている。他方

で、サンプルの違いによって結果が変化する傾

向にあり、必ずしも頑健な結果が得られていな

い（e.g., Evans, 1987; Honjo, 2004）。

以上のように、スタートアップ企業の創業後

のパフォーマンスについては、国内外で多くの

実証研究が行われてきた。しかし、創業後のイ

ノベーション活動については、近年盛んに研究

が行われてきているものの未だ十分に理解が進

んでいない。

2.2. スタートアップ企業のイノベーション活動

ジョセフ・A・シュンペーターは、イノベー

ションが経済発展の原動力であることを論じ

た。イノベーション（innovation）とは技術革

新と訳されることもあり、新しい製品やサービ

スを生み出すプロダクト・イノベーション、新

しい製法を開発するプロセス・イノベーション

が注目される傾向にある。しかし、これらの工

学的な意味での革新に留まらず、投入・産出の

関係を変えていく可能性がある販売方法、資材

調達方法、経営組織などの開発・実施も革新と

１ Geroski et al.（2010）はポルトガルの新規設立企業の生存要因を分析し、創業時の条件がその後の存続確率を決める上で重要な役割を果たし、その効
果は持続する傾向があることを明らかにしている。Honjo and Kato（2016）は、帝国データバンクのデータを用いて日本の新規設立企業の生存要因を
分析し、開業時の財務状況がその後の生存に対して有意な影響を与えることを明らかにした。
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して考えられるべきである。「平成21年版中小

企業白書」によれば、中小企業のイノベーショ

ンは、研究開発活動を通じた技術革新だけでな

く、日頃からビジネスの種を探したり、生産工

程の改善や経営資源の有効活用を考える中で

生まれたアイディアや創意工夫も含まれること

が指摘されている。Porter（1980）が議論する

ように、イノベーションを起こすことによって

他社との差別化を通してより多くの消費者を惹

きつけ、競争を回避することを可能にするかも

しれない。したがって、一般的に、イノベーシ

ョンが企業の競争優位を獲得することに繋がる

と考えられる。

他方で、スタートアップ企業を含めた中小企

業がイノベーションを達成することは、容易な

ことではない。イノベーション活動においては、

その規模が大きくなるにつれて、比例的以上に

成果が増大するという「シュンペーター仮説」

がよく知られている。この仮説は、イノベーシ

ョン活動においては規模の経済が働きやすいこ

とを示唆している。では、なぜイノベーション

成果は規模と共に増加するのだろうか。その理

由として、まず、イノベーションを生み出す上

で重要な役割を果たす研究開発投資には、多

額の費用が必要であり、売上が十分大きくなけ

ればその費用をまかなうことができないことが

挙げられる。また、大企業は多くのプロジェク

トを同時に遂行していて、研究開発のリスクを

分散させることができることも指摘される。さ

らに、大企業は中小企業と比較して、外部金融

（external finance）へのアクセスが容易である

ことも一因であると考えられる。規模の大きな

企業は、多くのプロジェクトを行うことで内部

的・外部的知識のスピルオーバーを享受するこ

とができることも指摘されてきた（Henderson 

and Cockburn, 1996）。しかしながら、実際に

シュンペーター仮説の検証を行った研究による

と、必ずしもシュンペーター仮説を支持する結

果ばかりではない。むしろ、研究開発投資の規

模の経済性の存在に否定的であるものが多い

（e.g., Mansfield, 1964, Scherer, 1965）。例えば、

Acs and Audretsch（1987）は、従業者1人当

たりのイノベーションの件数は大企業で0.225

件、中小企業で0.322件と中小企業の方が多い

という結果を提示している。同様に、日本のデ

ータを使って分析した土井（1993）は、必ずし

も大規模企業が優位であるとは言えないという

結果を示している。中小企業の中でも資源や経

験がとりわけ乏しいと考えられるスタートアッ

プ企業は、果たしてイノベーション活動によっ

てそのパフォーマンスを高めることができる

のか。

スタートアップ企業のイノベーション活動に

関する実証研究は国内外で近年盛んに行われ

つつある。しかし、スタートアップ企業に関す

るデータは、既存企業と比較して入手が容易で

はなく、とりわけイノベーション活動について

は既存のデータベースから情報を入手すること

は難しい。したがって、国内外の研究において

は、研究者が独自のアンケート調査を通して企

業に直接尋ねることでデータを入手するケース

が多い。また、近年は、政府が行っている統計

調査の個票データをもとに、知的財産権（特許、

商標などを含む）の情報とマッチングすること

で企業のイノベーション活動の状況を知ること

ができるようになってきた。このようなデータ
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を用いて、企業が創業後にイノベーション活動

に従事しているのか、また、従事している場合

は成果は出ているのかについて把握することが

できる。イノベーション活動を表す指標は、い

くつかのタイプに分けることができる。まず、

イノベーションのインプット（投入）とアウト

プット（産出）に分類ができる。インプットは、

基本的には研究開発投資を指す。さらに研究開

発投資は、自社で行うのか、それとも外部に委

託するのか、あるいは、外部と共同で行うのか

といったさまざまな方法で実行される。アウト

プットは、イノベーション活動からの成果を指

す。イノベーション成果は、単に何らかのイノ

ベーションを実現したか否かということに加え

て、プロダクト・イノベーションやプロセス・

イノベーションといったタイプを考慮した分析

も行われている。

３．創業後のパフォーマンスにおける
イノベーション活動の役割

本章では、これまで国内外において行われて

きた実証研究のサーベイをもとに、スタートア

ップ企業のイノベーション活動が創業後の生存

や成長にどのような影響を与えるかについて検

討していく。表1は、スタートアップ企業を含

む中小企業を対象に、ある時点で「生存してい

るか否か」（生存の場合は1、退出の場合は0と

するダミー変数）を決めるモデルを用いてイノ

ベーション活動の影響を分析した研究に焦点を

当ててサーベイを行った結果をまとめている2。

表1で示されているように、Boyer and Blazy

（2014）は、フランスにおけるスタートアップ

企業のイノベーション活動が生存確率に与える

影響について実証的に分析している。この研究

では、イノベーション活動は、プロダクト、プ

ロセス、サービスに関する活動に従事している

かに加えて、新しい商業活動に従事しているか

どうかという点において測定している。分析の

結果として、Boyer and Blazyは、イノベーシ

ョンに従事する企業はそうでない企業と比較し

て、生存確率が有意に低いという結果を示して

いる。また、Hyytinen et al.（2015）は、フィ

ンランドにおけるスタートアップ企業のデータ

を用いて、プロダクトやプロセスのイノベーシ

ョンの計画をしている企業はそうでない企業と

比べて生存する確率が低いことを明らかにして

いる。

他方で、Colombelli et al.（2016）は、フラ

ンスのスタートアップ企業を対象に、イノベー

ションを導入したかどうかに加えて、イノベー

ションのタイプをプロダクトとプロセス・イノ

ベーションに区別して、イノベーションの生存

確率に対する効果を分析している。分析結果に

よると、イノベーションを導入した企業はそう

でない企業と比べて生存確率が高いという結果

を示している。他方で、イノベーションのタイ

プ別に分析した結果、プロセス・イノベーショ

ンは生存に対して有意に正の効果を持つ一方

で、プロダクト・イノベーションは効果を持た

ないことを示唆している。Colombelli et al.によ

れば、プロダクト・イノベーションは、コスト

低減効果があるプロセス・イノベーションと比

２ 生存しているか否かを決めるモデルに加えて、倒産、被合併といった退出形態を考慮したモデルを用いて分析した研究がある。たとえば、表1で示して
いるように、Cefis and Marsili （2012） は倒産、合併・買収、急進的なリストラといった退出形態別に存続確率の要因を分析している。
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べて高いリスクが伴うことが有意な効果を持た

ない理由として考えられる。加えて、プロセス・

イノベーションとプロダクト・イノベーション

を同時に導入した企業はそうでない企業と比べ

て生存確率が高いという結果を示している。ま

た、Helmers and Rogers（2010）は、イギリ

スのスタートアップ企業のデータを用いて、特

許や商標といった知的財産権の獲得の効果を

分析し、これらを有する企業はそうでない企業

と比べて生存する確率が高いという結果を示

した。

イノベーション活動が生存確率に対して負の

効果を持つという結果を示した研究では、いず

れもイノベーションはインプットとして測定さ

れている。他方で、イノベーション活動が正の

効果を持つという結果を示した研究において

は、イノベーションはアウトプットとして測定

されている。これらの結果は、スタートアップ

企業がイノベーション活動に従事することはリ

スクを伴い事業の失敗確率を高める一方で、イ

著者 生存指標 イノベーション指数 サンプル

Boyer and Blazy
（2014）

生存したか否か イノベーション活動有無（プロダクト、
プロセス、サービス、新しい商業活動）

［－］

フランス・小規模スタートアップ企業
（従業員10人未満）

Buddelmeyer et al. 
（2010）

登記抹消されたか否か 特許出願（1期前）［+］、特許ストッ
ク［－］

オーストラリア・全登記企業

Cefis and Marsili
（2005）

生存したか否か イノベーションの有無［+］、プロダ
クト・イノベーションの有無、プロセ
ス・イノベーションの有無［+］

オランダ・従業員10人以上の企業

Cefis and Marsili
（2006）

生存したか否か イノベーションの有無（プロダクト、
プロセス）［+］、イノベーション活動
に関する支出の有無［+］、研究開発
費の有無［+］

オランダ・従業員10人以上の企業

Cefis and Marsili
（2012）

生存したか否か（倒産、
合併・買収、急進的リス
トラの退出形態別）

イノベーションの有無［+］、プロダ
クト・イノベーションの有無［+］、
プロセス・イノベーションの有無［+］

オランダ・従業員10人以上の企業

Colombelli et al.
（2016）

生存したか否か イノベーション導入の有無［+］、プ
ロダクト・イノベーション導入の有無、
プロセス・イノベーション導入の有無

［+］

フランス・スタートアップ企業（設立
から5年以内、従業員20人以上）

Esteve-Perez et al.
（2004）

生存したか否か 研究開発活動の有無［+］ スペイン・従業員10人以上の企業

Fontana and Nesta
（2009）

生存したか否か（清算、
買収の退出形態別）

技術フロンティアからの距離［+］ LAN切替装置産業における121企業

Helmers and Rogers 
（2010）

生存したか否か 特許の有無および数［+］、商標の有
無および数［+］

イギリス・スタートアップ企業（株式
会社のみ）

Hyytinen et al. 
（2015）

生存したか否か プロダクト・イノベーションの計画有
無［－］、プロセス・イノベーション
の計画有無［－］、イノベーションの
追求有無［－］

フィンランド・スタートアップ企業

Wagner and
 Cockburn（2010）

生存したか否か（被合併、
上場廃止の退出形態別）

特許出願の有無および数［+］、特許
前方引用の数［－］（被合併の場合）

ナスダック市場に新規株式公開した
インターネット関連会社

表1. 創業後の存続要因としてのイノベーション活動の役割：サーベイ

注）［　］内は、係数が有意な場合の符号の向きを示している。
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ノベーションに取り組んで成功した企業のみが

競争優位につながり長く生存する可能性がある

ことを示唆する。

表2においては、創業後のパフォーマンスと

しての成長におけるイノベーション活動の役割

に関する実証研究のサーベイの結果をまとめて

いる。これらの研究においては、表2で示され

ているように、企業のイノベーション活動は生

存要因と同様にインプットあるいはアウトプッ

トで測定されている。岡室・加藤（2013）は、

日本のスタートアップ企業のデータを用いて、

イノベーションのインプットとしての研究開発

活動の成長への効果について分析し、研究開

発集約度が高くなるほど企業の成長率が高まる

傾向にあることを示した。ただし、この分析で

は、研究開発活動に取り組む企業のみを対象と

した分析であり、イノベーション活動の有無で

はなくその程度と企業成長との関係に焦点を当

てている。また、Coad et al.（2016）は、成長

率の分布における上位分位点に位置する急成

長企業のみが研究開発によって成長を達成する

ことができることを明らかにしている。Stam 

and Wennberg（2009）は、オランダのスター

トアップ企業の分析を行い、研究開発活動自体

は成長に対して有意な効果を持たないことを明

らかにしているが、アライアンスによって外部

組織との技術連携を伴う場合は正に有意な効

果をもつことを示した。

他方で、アウトプットとして測定されたイノ

ベーション活動に関して、Helmers and Rogers

（2011）は、イギリスのスタートアップ企業の

データを用いて分析し、特許出願企業はその資

産を有意に増加させているという結果を報告し

ている。また、中小企業を分析対象とした

Roper（1997）、Freel（2000）、あるいはFreel 

and Robson（2004）は、新製品の導入が企業

成長を促進することを示した。

これらのことから、インプットとして測定さ

著者 成長指標 イノベーション指数 サンプル

岡室・加藤（2013） 雇用成長率 研究開発集約度［+］ 日本・スタートアップ企業

Coad et al.（2016） 成長率（売上、生産性、
雇用）

研究開発集約度［+］（成長率分布の
上位分位点）

スペイン企業

Freel（2000） 成長率（売上、雇用） 新製品導入率［+］ 英国の小規模企業

Freel and Robson
（2004）

雇用成長率 新製品イノベーションダミー［+］ スコットランド，北イングランドの
小規模企業

Helmers and Rogers
（2011）

資産成長 特許出願ダミー［+］ 英国・スタートアップ企業

Roper（1997） 成長率（売上、雇用） 製品イノベーションダミー［+］ ドイツ，イギリス，アイスランドの
中小企業

Stam and Wennberg 
（2009）

雇用成長率 R&D活動［+］，企業間提携［+］ オランダ・スタートアップ企業

表2. 創業後の成長要因としてのイノベーション活動の役割：サーベイ

注）［　］内は、係数が有意な場合の符号の向きを示している。
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れるイノベーション活動は成長に対して与える

効果は必ずしも明確とはいえない。他方で、ア

ウトプットとして測定されるイノベーション活

動は成長に対して正の効果を持つ傾向があるこ

とは先行研究の間で概ね一致している。これま

での成長要因の分析においては、しばしば生存

企業のみを対象としていることがあり、いわゆ

る「生存バイアス」が十分に考慮されていない。

また、成長企業ほどイノベーションに積極的に

取り組んでいるという逆の因果関係も否定でき

ない。したがって、未だ残されている実証分析

上の課題は多く、イノベーション活動と成長の

関係については今後さらなる研究が求められる。

企業のイノベーション活動は、その内部にお

ける活動に留まらない。今日、以前と比較して

技術がサイエンス・ベースかつ複雑になってき

ており、市場での競争も激しくなってきている。

（Nakamura and Odagiri, 2005）。このような状

況下においては、企業は自身でイノベーション

活動を行うだけでは非効率であり、外部知識を

活用することが不可欠である。スタートアップ

企業は、イノベーション活動を単独で行うこと

は多くの場合困難であり、他の組織と連携する

ことで、乏しい資源や経験を補うことができる。

また、企業は外部の組織とのアライアンスを通

して、市場で製品・サービスを販売するために

必要な有形・無形の補完的資産（complimentary 

assets）を獲得する必要がある（Teece, 1986）。

他企業、大学、公的研究機関といった外部組

織との間で共同研究開発やライセンス契約を行

うことは、外部からの知識を吸収することで企

業内部における研究開発活動を補完する役割

を果たす（Cassiman and Veugelers, 2006; 

Hagedoorn and Wang, 2012）。実際、すでに紹

介したように、Stam and Wennberg（2009）は、

スタートアップ企業が研究開発活動によって成

長を促進できるのはアライアンスを伴う場合の

みであることを示している。

ただし、外部の新しい情報の価値を認識し、

実際にそれを社内で利用するには、事前にある

程度の専門的な知識が必要である（e.g., Cohen 

and Levinthal, 1989, 1990; Zahra and George, 

2002）。このような能力は、吸収能力（absorptive 

capacity）と呼ばれ、自社内での研究開発投資

によって発展させられるので、スタートアップ

企業が外部との連携を考える際は、まず社内で

の研究開発を行って吸収能力を高めることが肝

要である。また、外部との連携の際は、知識の

スピルオーバーを享受するために、大学・研究

機関など外部組織との地理的近接性が重要で

あることも指摘されている（Audretsch and 

Lehmann, 2005）。

これらのサーベイは以下のようにまとめら

れる。

⑴スタートアップ企業は創業後にイノベーシ

ョン活動に従事することで、そうでない場

合と比べて生存確率が低下する。

⑵スタートアップ企業は創業後のイノベーシ

ョン活動において成果を達成すれば、そう

でない場合と比べて生存確率が高まる。

⑶スタートアップ企業は創業後にイノベーシ

ョン活動に従事し、外部組織との技術連

携を伴う場合は成長率が高まる。

⑷スタートアップ企業は創業後のイノベーシ

ョン活動において成果を達成すれば、そう

でない場合と比べて成長率が高まる。し
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かし、これは生存企業、あるいは、急成長

を達成した企業に限定される。

４．創業後のイノベーション活動の要因

3章では、創業後のパフォーマンスにおける

イノベーション活動の役割について議論してき

たが、本章ではイノベーション活動を決定する

要因についての先行研究サーベイを行う。特に、

イノベーションにおける企業の内部資源の役割

に着目する。より具体的には、スタートアップ

企業において重要な役割を果たす創業者の人

的資本（創業前の職務経験、受けてきた教育

など）の役割に焦点を当てる。創業時は経験が

なく、資源も乏しい。そのため、スタートアッ

プ企業においては、有形、無形に関わらず、創

業者自身が有する資源が乏しい資源、経験を補

う役割を果たすと考えられる。本稿では、スタ

ートアップ企業のイノベーション活動として、

研究開発投資や外部組織との連携といったイノ

ベーションのインプットおよびプロダクトやプ

ロセスのイノベーションといったアウトプット

の両面において、創業者の人的資本がどのよう

な役割を果たすのかについて先行研究のサー

ベイを通して検討していきたい。

すでに議論してきたように、企業のイノベー

ション活動の中心を担う研究開発投資は一般的

にリスクが高く（Hyytinen et al., 2015）、その

リターンは非常に不確実であり歪んだ分布をし

ている（Scherer and Harhoff, 2000; Carpenter 

and Petersen, 2002）。イノベーションの実現に

は多くの資源が必要となるが、スタートアップ

期における企業は資源が乏しく経験もないため

イノベーションの実現は容易ではない。また、

イノベーションを生み出す上で重要な役割を果

たす研究開発投資には、多額の費用が必要に

なる。しかし、スタートアップ企業は、十分に

資本市場から資金を調達できないと考えられ

る。たとえ高い成長ポテンシャルを有する企業

であっても、当該企業と銀行・投資家といった

貸し手との間に情報の非対称性が存在すれば、

十分にそのポテンシャルが評価されないと考え

られる。資本市場の不確実性のもとでは、外部

金融機関による信用割当（credit rationing）の

ために、研究開発志向の企業は外部資金への

アクセスが限定的であり、必要な研究開発費用

を獲得するのが困難である（e.g., Stiglitz and 

Weiss, 1981; Honjo et al., 2014）。また、企業に

とっては、研究開発に関する外部への情報開示

のリスクが高く、ライバル企業に知られたくな

いため、正確な情報を外部（貸し手を含む）に

提供したがらない。そのため、資金の貸し手が

研究開発型スタートアップ企業について十分な

情報を得られないという情報の非対称性の問題

が生じることがたびたび指摘されてきた（Honjo 

et al., 2014）。さらに、スタートアップ企業は、

創業間もないため、既存企業とは違って前期ま

でに蓄積された利益を研究開発のために使用

できない。これらの理由で、スタートアップ企

業はイノベーションのための資金調達において

困難に直面すると考えられる。

このような状況を背景に、イノベーション活

動のための資金調達をする上で、創業者の人的

資本が重要な役割を果たすと考えられる。その

理由は主に2つに分けられる。第1に、人的資

本の水準が高い起業家ほど多くの資産を有する

傾向があることが挙げられる（Åstebro & 
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Bernhardt, 2005）3。第2に、人的資本の水準が

高い起業家は、創業までに獲得した知識やスキ

ルに基づいて、事業機会の発見を含めた経営

上の意思決定において優れていると考えられる

ため（Colombo and Grilli, 2005）、それが外部

における資金の貸し手に対する「企業の質」の

シグナルとなることが挙げられる（Colombo 

and Grilli, 2007）4。前者は資産効果、後者は能

力のシグナリング効果と呼ばれるが、両者とも

に創業者の人的資本の水準が高い場合、そう

でない創業者と比べて資金制約が小さいことを

示唆している。実際に、表3で示されているよ

うに、Honjo et al.（2014）は、日本の研究開発

志向のあるスタートアップ企業のデータを用い

て、人的資本の水準が高い創業者をもつ企業は、

そうでない企業に比べて研究開発投資をする傾

向があることを示している。特に、創業前の技

術経験や受けてきた教育年数で測られる人的

資本が重要であることを明らかにしている。こ

れらの点において、イノベーション活動のイン

プットとしての資金調達において創業者の人的

資本が重要な役割を果たすと考えられる。

また、すでに議論してきたように、スタート

アップ企業はイノベーション活動を行う上で外

部組織との連携が重要である一方で、スタート

アップ企業にとって外部の連携相手を見つける

３ スタートアップ企業は資金制約に直面することが企業成長への課題としてたびたび議論されてきた（Evans and Jovanovic, 1989; Evans and Leighton, 
1989）。これまでいくつかの研究において、起業家を選択する確率は個人の財産の大きい場合に高く、企業の創業資金の大きさはその創業者個人の財産
規模とともに高くなる傾向があることが明らかになっている（Holtz-Eakin et al., 1994）。

４ Baum and Silverman（2004）は、スタートアップ企業の資金調達先として重要なベンチャーキャピタル（VC）が投資先を選定する際に、起業家の人
的資本が重要 なシグナルとなりうることを指摘している。

著者 イノベーション指標 創業者の人的資本 サンプル

De Winne and Sels
（2010）

イノベーション成果指標
（各種指標の組み合わせ）

教育［+］、産業経験［－］ ベルギー・スタートアップ企業

Honjo et al.（2014） 研究開発投資額 教育［+］、イノベーション経験［+］ 日本・スタートアップ企業

Huang et al.（2012） プロダクト・プロセス・
イノベーションの有無

同分野における職務経験［+］（事業
ネットワークを通した間接効果）

台湾における中国・スタートアップ
企業

Kato et al.（2015） プロダクト・イノベーシ
ョン、特許出願の有無

教育［+］（研究開発投資を通した間
接効果）、イノベーション経験［+］

日本・スタートアップ企業

Marvel and Lumpkin
（2007）

イノベーションの急進性 教育［+］ 市場知識［－］、技術知識［+］ アメリカ中西部・大学インキュベータ
ー内の技術基盤型スタートアップ企業

Okamuro et al.（2011） 共同研究開発（大学・公
的研究機関、取引先企業）

教育［+］ （大学・公的機関のみ）、関
連分野における職務経験［+］ （取引先
企業のみ）、イノベーション経験［+］ 

（同左）

日本・スタートアップ企業

Robson et al.（2012） イノベーションを試行し
たか否か、イノベーショ
ン導入の成功したか否か

教育［+］、産業経験［+］ ガーナ・中小企業（平均は従業員19人、
創業13年）

Tang and Murphy 
（2012）

イノベーション （技術、
プロダクト、サービス）

過去の知識［+］、技術経験［+］ アメリカ南東州・スタートアップ企業

表3. 創業後のイノベーション活動の要因：サーベイ

注）［　］内は、係数が有意な場合の符号の向きを示している。
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ことは容易なことではない。スタートアップ企

業は、創業間もないために潜在的な連携相手と

の間に情報の非対称性が存在する（Okamuro 

et al., 2011）。そこで、潜在的な提携相手にと

っては、スタートアップ企業の創業者の過去の

職務経験といった人的資本が企業能力を表す

重 要 な シ グ ナ ルとなり得 る。Okamuro et 

al.（2011） によって示されているように、人的

資本の水準が高い創業者によって経営される

企業は、そうでない企業に比べて提携相手を見

つけやすい傾向がある。

次に、イノベーション活動のアウトプットで

あるイノベーション成果における創業者の人的

資本の役割について検討する。創業者の人的

資本がイノベーション成果に与える経路とし

て、直接効果と間接効果の2つが考えられる。

前者は、企業の資源依存アプローチ（resource-

based view of the firm）に基づき、人的資本

の水準が高い創業者は経営の意思決定におい

て優れた判断を下すことができるため、不確実

でリスクの高いイノベーション活動において成

果を生み出しやすいというものである。後者の

間接効果に関しては、創業者の人的資本の水

準が外部の資金の貸し手に対してシグナルとな

り、人的資本の水準が高い創業者は十分な研

究開発資金を確保することによって結果として

高い成果に結びつくという考えである。

表3において示されているように、創業者の

人的資本のイノベーション成果への効果につい

ては、いくつかの実証研究によって取り組まれ

てきた。Marvel & Lumpkin（2007）、Robson 

et al.（2012）、De Winne and Sels（2010）、お

よびKato et al.（2015） は、創業者（あるいは

経営者）の人的資本の水準をあらわす指標とし

て、受けてきた教育水準が高くなるとイノベー

ション成果が高くなる傾向があることを示し

た。 ま た、Huang et al.（2012）とRobson et 

al.（2012）は、産業における職務経験を有する

創業者（経営者）による企業は、それ以外の企

業と比較してイノベーション成果が高いという

結果を報告している一方で、De Winne and 

Sels（2010）は負の効果を持つことを明らかに

している。さらに、Marvel and Lumpkin（2007）

とKato et al.（2015）は、創業者の技術経験が

イノベーション成果に対して正の効果を持つと

いう結果を示している。

さらに、創業者の人的資本に加えて、創業チ

ームの特性に注目した研究が行われてきてい

る。例えば、Kristinsson et al.（2016）は、創

業チーム内のメンバーの多様性がイノベーショ

ン促進に貢献することを明らかにしている。ま

た、いくつかの研究は、スタートアップ企業に

おける組織のダイナミックな変化に着目し、イ

ノベーションを促進する上で従業員構成の変化

や雇用の柔軟性の重要性を指摘している

（Voudouris et al., 2015; Kato and Zhou, 2018）。

これらのサーベイは以下のようにまとめら

れる。

⑴スタートアップ企業において、創業者（経

営者）の人的資本の水準は、資産効果お

よびシグナリング効果によってイノベーシ

ョン活動のインプットの水準を高める効果

をもつ。

⑵スタートアップ企業において、企業の創業

者（経営者）の人的資本の水準は、能力

効果およびシグナリング効果によってイノ
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ベーション活動のアウトプットの水準を高

める効果をもつ。

⑶スタートアップ企業において、企業の創業

者以外の人的資本や創業チーム・従業員

の構成は、イノベーション活動のインプッ

トやアウトプットに影響を与えると考えら

れるが、まだ十分に理解が進んでいない。

５．スタートアップ企業に関する政策課題

本稿では、スタートアップ企業のイノベーシ

ョン活動の効果と要因に関する先行研究サーベ

イを行ってきた。これらのサーベイを通して、

スタートアップ企業のイノベーション活動に関

していくつかの重要なインプリケーションが得

られた。

まず、イノベーション活動の創業後のパフォ

ーマンスに対する影響に関して、イノベーショ

ン活動に取り組むスタートアップ企業は、それ

以外の企業より存続確率（失敗確率）が低い（高

い）傾向があることが明らかになっている一方

で、このような企業は外部組織との連携を伴う

場合のみ成長できるという結果が報告されてい

る。また、イノベーションを実現した企業はそ

うでない企業に比べて生存する可能性が高い

一方で、このような企業の中で成長できるのは

創業後一定期間生存している企業のみ、あるい

は、急成長企業のみであるという結果が報告さ

れている。これらの結果は、スタートアップ企

業がイノベーションに取り組むことは存続する

には高いリスクがあることを示唆している。ま

た、イノベーションを達成したスタートアップ

企業は雇用創出や産業成長へ有意に貢献する

ことを示している一方で、イノベーションに取

り組んで成果を達成したからといって必ずしも

成長できるとは限らないことを示唆している。

さらに、企業単独で研究開発活動を行うのでは

なく、外部からの知識を吸収することの重要性

が示唆される。

また、イノベーション活動の要因に関して、

受けてきた教育、産業における職務経験、技術

経験といった創業者の人的資本の水準が創業

後のイノベーション活動（企業内での研究開発

活動および外部組織との技術連携）において

重要な役割を果たすことが明らかになった。こ

のような人的資本の水準は、能力効果としてイ

ノベーション成果を高めることに加えて、資産

効果やシグナリング効果によってイノベーショ

ンのための資金調達の可能性や外部組織との

連携の可能性を高めることが示唆されている。

これらのことは、人的資本の水準が低い創業者

は、イノベーション活動において資金調達や外

部との技術連携において困難に直面することを

表している。したがって、このような創業者は

いくらイノベーション活動に従事していたとし

ても成果を十分に出せる可能性が低いと考えら

れる。逆に、イノベーション活動のパフォーマ

ンスへの効果に関するサーベイと合わせて検討

すると、人的資本の水準が高い創業者はイノベ

ーションにおいて成果を達成しやすく、生存、

成長をする可能性が高いと言える。

スタートアップ企業のイノベーション活動に

関して政府は何をすべきだろうか。本稿でのサ

ーベイからは、イノベーションを十分に達成で

きる企業の経済活性化への貢献が大きいことが

明らかになっていることから、経済成長の観点

からは、イノベーションに取り組むが十分に資
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金を調達できない、あるいは、成果を達成でき

ないという企業に対して重点的に支援する余地

がある。特に、人的資本の水準が高い創業者で、

イノベーションに取り組む企業に対して重点的

な支援を行うことによって効率的に経済成長を

達成できるかもしれない。とりわけハイテク分

野では、ローテク分野に比べて創業者の人的資

本の役割が大きいことが指摘されている（Kato 

and Honjo, 2015）。したがって、人的資本の水

準が高い個人に対する支援を促進することは重

要である一方で、成長のポテンシャルのある業

界への重点的な支援という点も考慮すべきであ

る。政府が支援することで、支援された企業の

「質保証」にも繋がり、資金調達先や連携先を

探索するためのサーチコストを含めた取引費用

軽減につながる。また、外部との連携で困難に

直面する企業に関しては、潜在的な連携相手と

のマッチングの支援が有効かもしれない。実際

に、産業クラスター政策を含め、日本では研究

マッチングを促進する政策が実行されてきた

が、こういった政策によって支援を受けた企業

の生産性が高まっているという研究成果が報告

されている（Nishimura and Okamuro, 2011）。

Shane（2009）は、政府が起業家の絶対数を

増加させるような政策を取ることは、パフォー

マンスの低い起業家を生み出すだけであり、必

ずしも経済成長へ貢献することには繋がらない

ことを指摘している。Colombo et al.（2011）は、

選抜することなしに創業支援をした場合は全体

として経済への正の効果が期待できないことを

指摘している。Branstetter et al.（2014）は、

ポルトガルにおける参入規制の緩和政策の効果

を分析し、規制撤廃後は撤廃前に比べて有意

に参入が増加したが、その多くが規模の小さな

生産性の低い企業によるものであり、経済成長

へ貢献し得る規模が大きく生産性の高い企業は

あまり増加しなかったという結果を示してい

る。Colombelli et al.（2016）が指摘したように、

経済成長のためには単に新しい企業を生み出す

だけでは十分ではなく、イノベーションを志向

する「ハイテク・スタートアップ」に焦点を当

てた政策を取るべきかもしれない。

６．おわりに

本稿では、スタートアップ企業のイノベーシ

ョン活動の効果と要因に関する文献サーベイを

行い、今後の政策課題の方向性について検討

してきた。これまでの多くの研究においては、

イノベーション活動に取り組むスタートアップ

企業は、それ以外の企業より存続確率（失敗

確率）が低い（高い）傾向があることが明らか

になっている一方で、このような企業は外部組

織との連携を伴う場合のみ成長できるという結

果が得られていることがわかった。また、イノ

ベーションを実現した企業はそうでない企業に

比べて生存する可能性が高い一方で、このよう

な企業の中で成長できるのは創業後一定期間

生存した企業のみ、あるいは、急成長企業のみ

であるという結果が報告されている。さらに、

イノベーション活動の要因に関する実証研究の

サーベイを通して、受けてきた教育、産業にお

ける職務経験、技術経験といった創業者の人

的資本の水準が創業後のイノベーション活動

（企業内での研究開発活動および外部組織との

技術連携）において重要な役割を果たすことが

明らかになった。
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これまでに国内外で行われてきた研究は、前

章で指摘したような重要なインプリケーション

を含んでいる一方で、いくつかの分析上の課題

も挙げられる。すでに言及したように、スター

トアップ企業のイノベーション活動については

既存のデータベースが存在しない。したがって、

独自にアンケート調査を実施するか、公的な統

計データに特許などの知的財産のデータベース

をマッチングすることによってデータセットを

構築することで分析が行われてきた。前者は、

直接企業に尋ねることで詳細なデータを入手で

きる反面、ある一時点の情報しか入手できない。

後者は、毎年（あるいは複数時点）調査されて

いることが多く、企業レベルの個票データをも

とに大規模なサンプルを用いて分析できるとい

う長所を有し、パネルデータによる分析が可能

である。しかし、このようなデータからは、イ

ノベーション活動に関する詳細な情報が得られ

ないという問題点がある。今後、スタートアッ

プ企業に関するパネルデータを整備し、エビデ

ンスに基づく政策立案へ向けて実証研究を積み

重ねることが重要である。
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