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在日コリアン企業家活動分析のためのフレームワーク構築
金 眞那

An Analysis Framework for Zainichi Korean Entrepreneurship

Koreans who were forcibly transported to Japan or who came seeking their livelihoods from the time Korean 
became a colony of Japan in 1910 until the conclusion of WWII on August 15, 1945 and who continue to live in Japan, 
as are their descendants, “Zainichi Koreans.” Zainichi Koreans have been subject to many restrictions and to racial 
discrimination in Japanese society, limiting the degree to which they could succeed through typical economic and 
work activities. Amidst these conditions, there appeared successful Zainichi Korean entrepreneurs who overcame their 
position as a discriminated minority and adverse economic environments to start their own businesses. The purpose 
of this study is to present a framework for comprehensively analyzing how the diverse society encompassing Zainichi 
Korean businesses influenced Zainichi Korean Entrepreneurship and network building.
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Ⅰ．本研究の目的と分析対象

　朝鮮半島が日本の植民地となった 1910 年から第
二次世界大戦が終結した 1945 年 8 月 15 日にかけて、
戦時中の労務動員や徴用により、もしくは生活の糧
を求めて朝鮮半島から日本へ渡り、生活を営んでき
ている人々とその子孫のことを「在日コリアン」と
呼ぶ。研究者によっては「在日韓国・朝鮮人」「在
日朝鮮人」という名称を採用する場合もあるが、林

（2007：44）によると、このような名称は国籍の混
同を招いたり、差別的な語感を含んだりといった問
題をはらんでいる。よって、本研究においては「在
日コリアン」という言葉を採用する。
　第二次世界大戦が終結した後は、朝鮮戦争が勃発
し、朝鮮半島は韓国と北朝鮮に分断されたが、これ
は在日コリアンのエスニック社会にも多大な影響
を与えた。日本に韓国政府を支持する「在日本韓
国居留民団（民団）」と北朝鮮を支持する「在日本
朝鮮人総連合会（朝鮮総連）」の二つの組織が誕生
し、在日コリアンにおけるエスニック社会も分裂さ
れることとなったのである（朴 2005：4）。しかし、

朝鮮総連に属する者であれ、民団に属する者であれ、
どちらにも属しない者であれ、在日コリアンならば
日本社会と母国社会、各々のエスニック社会との多
重的なつながりを持ち、影響し合っているといえる。
例えば、在日コリアンの流入プロセスからすると、
朝鮮戦争による母国の不安定な政治情勢や厳しい経
済的状況は PUSH 要因となり、日本に低賃金労働者
として受け入れる市場が存在したことは PULL 要因
になっていた（李 2005：8-9）1。
　これは在日コリアンの経済活動においても例外で
はない。河（1977）は、在日コリアンが日本に多く
流入していた 1910 年から 1945 年の頃、日本社会に
は在日コリアンに対する偏見や差別が蔓延していた
が、このような日本社会の情勢と朝鮮時代に教えら
れた儒教教育がかみ合って、在日コリアンの企業家
活動の種となり、在日コリアンの起業活動を促進し
たと述べている。また、日本内にて在日コリアン同
士で形成されたエスニック社会は、在日コリアンが
事業活動を行う際（新規事業への参入、多角化、事
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業転換など）に、決定的な情報を提供する重要な役
割を果たしてきた（韓 2005：50）といわれている。
　グローバル化が進んでいる現代においては、在日
コリアン企業家が新しい環境に対応するために、日
本社会と母国社会、エスニック社会だけでなく、グ
ローバル企業を志向する必要がある。そのためには
グローバル志向にあったグローバルな新しいネット
ワークを構築する必要があり、国際化によってもた
らされる激しい競争の中で生き残っていくためには、
世界韓商ネットワークを構築する必要があるとされ
ている（林 2007：56）。
　本研究の目的は、被差別マイノリティでありなが
ら革新性に富む事業活動を通じて日本社会における
不利な経済環境を乗り越えてきた在日コリアンの企
業家活動と上述してきた多様な社会とのネットワー
キングの関係性を分析できる枠組みを構築すること
である。そのために、以下では、在日コリアン、企
業家活動、ネットワークに関する先行研究を踏まえ
ながら、①在日コリアン企業の経営活動に関連する
先行研究の特徴は何か、②今までの先行研究におい
て、在日コリアン企業家活動はどこまで明らかに
なっているのか、また、③在日コリアンおよび在日
コリアン企業のネットワーキングについてはどこま
で明らかになっているのかという問いに答えていく
ことにする。

１．在日コリアンの経営活動
　在日コリアンが設立から事業の展開に至るまで自
らもしくは世代を超えて在日コリアンの一族が事業
活動に取り掛かっている企業（以下、在日コリアン
企業）に対しては歴史学、法学、社会学、人類文化
学、経済学、経営学など様々な視点から先行研究が

なされてきている。まずは、在日コリアン企業が日
本社会に登場するようになった経緯に簡単に触れる
ことにしよう。
　徐（2010：13-16）は、在日朝鮮人が急速に増加
した時期を土地調査事業期、産米増殖計画期、中国
大陸侵略期、強制連行期の四期に分類している。そ
の内容からすると、当時（1909 ～ 1945）の歴史的
背景は植民地時代であり、日本へ渡ってきた朝鮮人
は植民地人として無権利状態にあった。つまり、自
由意思による渡日というよりは、植民地政策により
韓国での生活を続けることができなくなったり、強
制的に連行されたりして渡日した者が多かったので
ある。1945 年の解放後、在日朝鮮人の労働人口数
は 245042 人となっており、そのうち半分以上が一
般労働者として働いていた（Wagner1975：136）。し
かし、日本社会において在日コリアンは多くの制約
と民族的差別を受けており、経済・就労活動を通じ
て出世するには限界があった。このような状況の中
で、被差別マイノリティの立場と不利な経済環境を
乗り越えて起業活動を行い、成功を遂げた在日コリ
アン企業家が登場してきた。
　それでは、在日コリアン企業の経営活動に関して
は今までどのような研究が行われてきたのかを検討
してみよう。
　まず、在日コリアン企業に対する実態調査がある。
在日本朝鮮人商工連合會（1956：11）は、アンケー
ト調査を通じて在日コリアン企業の業種と経営活動
などの企業実態調査を行っている。このような定量
的研究は、日本社会における在日コリアン企業の規
模および現状を明らかにした上に、在日コリアン企
業を対象とした多分野からの研究の促進において重
要な役割を果たした。
　歴史的視点から在日朝鮮商工人の経済活動の状態
を分析した呉（1992：3-208）は、日本での起業活
動を目指す在日朝鮮人による諸運動展開の歴史をま
とめるとともに、在日朝鮮商工企業の形成過程を考
察している。特に、諸運動の実施のために又は諸運
動の産物として設立された団体および機関（商工連
合会、民族金融機関、民族保険会社など）がエスニッ
ク社会とどのような相互関係を築いてきたのか、そ
れによって在日コリアンの起業活動を取り巻く環境
がどのように変化してきたのか、在日コリアンが商
工人から企業家へ成長できた要因は何であったのか
を研究している。

在日コリアン企業家活動とネットワーキングの
関係性を分析できるフレームワークの構築

在日コリアン企業の経
営活動に関連する先行
研究の特徴は何か。

RQ1.

在日コリアン企業家活
動はどこまで明らかに
なっているのか。

RQ2.
在日コリアンおよび在日コ
リアン企業のネットワーキ
ングについてはどこまで明
らかになっているのか。

RQ3.

図1.  本研究の目的とリサーチクエスチョン

Ⅱ．在日コリアン企業に関する先行研究
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　ミクロな視点から在日コリアンの起業者精神に注
目した河（1997：50-73）は、在日一世韓人の起業
者精神と在日二・三世韓人の起業者精神を比較研究
している。彼はこの研究を通じて、在日一世と二・
三世の「起業者精神と韓民族的文化構造との相関関
係」、「自己実現達成度」、「起業意志力の源泉」が
異なることを明らかにしている。また、河（2003：
12-253）は、在日一世と二・三世とを区分しつつ、
在日コリアン企業のマイノリティ起業家精神の特性
に基づき、在日コリアン企業家を独立型、転業型、
新独立型、新転業型に類型化している。
　以後、河による在日コリアン起業家の類型化は、
今後の在日コリアン四・五世の企業家やニューカ
マーの企業家が分析できる未来志向的な分類ではな
いと指摘し、その類型化を発展させたのが林（2008：
118-126）の研究である。林は、在日コリアン企業
家を生計型、勧誘型、受け継ぎ型、才能型と分類し
ている。「生計型」は、日本社会における就職と民
族差別から他業種や職業に就職することが難しかっ
たので生計手段として起業し、成功した企業家であ
る。「勧誘型」は、在日コリアンが経営する既存企
業や家族企業、あるいは周りの親戚や友達の勧誘で
起業した企業内起業の場合である。また、「受け継
ぎ型」は、在日コリアン企業家が両親や親戚からそ
のまま企業の経営権を受け継いで起業した場合であ
る。最後に、「才能型」は、何よりも自分の関心分
野や専門的な実務経験を生かし起業した場合であ
る。林の研究によると、在日コリアン一世の中で起
業した人は、現地社会における差別から自分の才能
を生かし、日本人が関心を持たない分野で起業して
いた「生計型」に近かい「才能型」であった。そし
て、在日コリアン二世は「受け継ぎ型」が多く、三
世の場合、民族差別や就職差別などが緩和される中
で、だんだん個人の意思と能力による親世代とは異
なる新しい企業を起業したり、あるいは転業したり
する「才能型」に変わっていく（林 2008：111-129）。
同じ在日コリアン企業家であっても、世代によって
日本社会と母国社会からの影響力や社会状勢が異
なってくるため、特性にも差異が生じることを指摘
しているのである。
　ここまでの先行研究からすると、林（2008）を除
いて、先行研究の多くが植民地時代に来日した在日
コリアンだけを研究対象としており、現代に来日し
たニューカマーは視野に入れていない。本研究では、

今後の事例研究において、事業継承による世代間比
較分析およびオールドカマーとニューカマーとの比
較分析を視野に入れているため、来日した時期は問
わず、在日コリアン企業家を「自分が在日コリアン
であることを認識しており、日本において事業を展
開している企業家」と定義する。

２．在日コリアン企業と企業家活動
　在日コリアン企業家の企業家活動（起業者精神、
起業家活動）に焦点を当てた河（1997：50-74）、林

（2007：44-60）、朴（2012：123-140）らの研究を検
討してみよう。河（1977：50-74）は、在日コリア
ンは被差別マイノリティであるにも関わらず、不利
な起業環境の中であえて新規の事業を立ち上げよう
とする精神的特性を「起業者精神」とし、それにも
とづいて起業活動を展開した経営主体を「起業者」
と呼称している。そして、在日コリアン一世と二・
三世の起業者精神を比較研究している。研究の結果
によると、二・三世に比べて一世の起業者精神は韓
民族的文化構造との相関関係が高く、自己実現達成
度も一世の方が高い。また、強固な起業意志力の源
泉は、一世の場合、民族的誇りであったが、二世の
場合はコンプレックスであった。つまり、在日コリ
アン企業家の起業能力は、世代を超えた普遍的能力
ではないことを明らかにしている。
　これに対して朴（2012：137）は、タクシー業界
の在日コリアン起業家の事例をもとにケーススタ
ディを行っており、在日コリアン起業家が、不利な
環境に置かれていたにもかかわらず、起業家として
成功を収めることができたのは、彼らが日本社会か
らの差別や偏見に反発し、優れた企業活動によって
それらを克服しようと努力した結果であると指摘し
た河の論説に当てはまるものとしている。
　また、林（2007：49）は、在日コリアン企業家を
対象にインタビュー調査を行い、「前向きな志向と
積極的な姿勢」「独立と自尊」「夢とビジョン」が在
日コリアン企業家の起業家精神であると抽出してい
る。
　上述してきた在日コリアンの経済活動および企業
家活動に対する代表的な先行研究を表でまとめると
以下のようになる（表１）。
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　つまり、先行研究においては、在日コリアン企業
家がどのような起業家精神の特性を有しているのか
に対する研究が主であり、ケーススタディを通じて
その仮設を裏付けている研究が殆どであると言える。
しかし、在日コリアン企業の起業と成長プロセスを
戦略的な視点から分析している研究、又は、事業を
継承した二世以後の在日コリアンの新事業創出に焦
点を当てた研究は非常に少ない。本研究においては、
先行研究から明らかになっている在日コリアン企業
家のマイノリティとしての特性と金井（2002）が提
唱する「起業家活動の要件とプロセス」とを融合さ
せることで、在日コリアン企業の経営活動を戦略的
に分析するためのフレームワークを構築していく。
その基盤づくりとして、以下では、企業家活動の先
行研究に触れることにする。
　Schumpeter（清成訳 1998：156）は、「組織の発展
は生産手段の『新結合』を通じて非連続的に現れ、
これを革新的に担っていくのが企業家である」と述
べ、新結合の内容として、①新しい生産物または新
しい品質の創出と実現、②新しい生産方法の導入、
③産業の新しい組織の創出、④新しい販売市場の開
拓、⑤新しい買い付け先の開拓を挙げている。つま
り、企業家に欠かせない必要条件が「革新性」であ
ることが言える。
　一方、Timmons（1994：7）は、起業プロセスの
要件は「創業者」、「起業機会の認識」、「必要資源」

であり、起業プロセスとはこれらの要件間のギャッ
プを解消し、適合性を確立するための試行錯誤のプ
ロセスであるとした。また、Kirzner（1973：29-33）
も逸脱が新たな均衡に向かうプロセスを重視してい
る。これに対して、Schumpeter（1961：180-185）は
新結合による均衡破壊を強調しており、Kirzner と
は起業家活動の捉え方が異なる。
　この二つの捉え方を融合させたのが金井（2002：
60-87）である。この起業家活動のプロセスは「一
方では既存の調和状態を新結合による想像的に破壊
するプロセスを含むとともに、他方では新結合によ
り生み出された逸脱状態から新たな調和状態へ向か
うプロセスを含んでいる」と論じられている。
　金井（2002：62）は、起業家活動は「起業家」「起
業機会の認識」「事業コンセプト」「資源」の要件か
ら構成されているとし、図２のような起業家活動の
要素とプロセスという分析フレームワークを提示し
ている。
　それでは、起業家活動の各要件を一つずつみてみ
よう。まず「起業機会の認識」は、起業プロセスの
起点であり、現状からの逸脱（均衡破壊）という創
造的破壊のトリガーである。「事業コンセプトと計
画」は、起業機会の認識によって与えられた創造的
破壊の契機を具体化し、それと資源を関連付けるこ
とで、新たな整合性の形成に向けて駆動するドライ
バーとして機能するものである。「資源」は、事業

表1.  在日コリアン企業の経営活動と企業家活動に関する代表的な先行研究

在日本朝鮮人商工連合
会（1956）

アンケート調査 経営活動の実態在日コリアン企業の経営活動、業種等

呉圭祥（1992） 文 献 調 査 お よ び イ ン タ
ビュー調査

在日朝鮮商工人による商工
人運動

日本での企業活動を目指した諸運動展開の歴史、在
日コリアンの企業活動に影響を及ぼす環境の変化、
商工人から企業家への成長と人材育成に対する提言

河明生（1997） 文 献 調 査 お よ び イ ン タ
ビュー調査による比較研究

起業者精神、韓民族的文化
構造、自己実現達成度、起
業意志力の源泉

在日一世韓人の起業者精神と在日二・三世韓人の起
業者精神との違い

河明生（2003） インタビュー調査による事
例研究

独立型、転業型、新独立型、
新転業型

在日コリアン企業のマイノリティ起業家精神、在日
コリアン企業家の類型化（一世と二・三世を分けて）

林永彦（2008） インタビュー調査 生計型、勧誘型、受け継ぎ型、
才能型

在日コリアン企業家の類型化

朴一（2012） インタビュー調査による事
例研究

起業活動、事業活動、社会
貢献

タクシー業界にて成功した在日コリアンの事例を通
じて、その起業家精神と母国との関係を議論

韓載香（2005、 2008） インタビュー調査による事
例研究

民族系金融機関との関係、
産業転換のダイナミズム

今日と繊維産業とパチンコホールにおける産業転換
のプロセスを議論

研究者 主内な研究容 分析方法 分析キーワード

出所：筆者作成
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創造（起業）において必要な資源や独自能力のこと
である。それから、企業の発展に伴ったプロセスの
中で、この三つの要件をコントロールし続ける革新
的主体が「起業家」である。それに対して、既存企
業の中で、新しい技術あるいは製品開発、製品方法、
マーケティングなどの新基軸を導入し、既存の事業
をリニューアルあるいは再構築を行う人を含めて

「企業家」と呼ぶ（金井 2002：27、59 － 80）。
　先述したように在日コリアンは日本社会から差別
を受けており、就職活動においては勿論、事業活動

（日本人相手の市場を狙っていた場合は更に）に際
しても、物的資源・ネットワーク・情報の不足といっ
たハンディを抱えていた。そのハンディを克服し、
儲かる事業コンセプトと計画を実行していくために
は、他社とは差別化できる革新が求められる。言い
換えると、企業家活動の核心となる革新性は、在日
コリアン企業家においても重要な条件として挙げら
れるのである。しかし、在日コリアン企業家が事業
を構築していくための要件に対しては分析が行われ
てなかったため、在日コリアン企業家の革新性が明
らかになっていない。

３．在日コリアン企業のネットワーク
　先述したように、在日コリアンの流入プロセスに
おいて、母国の社会的要因と政治的要因、そして経
済的要因が PUSH 要因となり、日本に低賃金労働
者として受け入れる市場が存在したことが PULL 要
因になっている。経済格差により豊かな社会への移
動が促され、そのホスト社会において移民を受け入
れる社会経済土壌がある移民、国際人口移動論で
は、このように人の移動が「生産労働の移動」と
いう観点で考えられ、PULL-PUSH 理論と呼ばれる

（Lee1966：47-57）。そして、この PULL-PUSH 理論

の要因に加えなくてはいけないのが、移民ネット
ワークの形成である（李 2005：8-9）。在日コリアン
の場合に限らず、移民した民族同士には必ずといっ
ていいほど、小規模であれ、大規模であれ、形成さ
れる民族ネットワークは、移民を決意するプロセス
において情報を共有する場としての役割を果たすと
ともに、事業活動を行う際にも大きな役割を果たす。
例えば、移民ネットワークでは、食材など同胞が固
有に求めるものの提供からエスニック・ビジネスが
始まる。こうした財・サービスの提供は、ニーズを
知る同胞ならではの優位性があるからである。
　しかし、規模が限られている同胞相手の市場だけ
でビジネスをしていたのでは、一部の企業しか成功
できないため、日本人相手のニーズを満たすための
ビジネスが始まるようになる（韓 2012：9-10）。つ
まり、エスニック・ビジネスが拡大されていくにつ
れて、日本社会との関わりが重要視されてくるので
ある。このように、在日コリアン企業家はまぎれも
なく日本経済が生んだ経営主体であり、当然ながら
日本社会において企業を運営する立場である限り、
日本社会とのネットワークも非常に重要である。
　これに関して、韓（2005：37）は、京都の和装繊
維産業において、在日産業の形成、発展と、在日と
いう民族的つながり（コミュニティ）との関係を、
産業の導入（退出）時と産業の成長局面とに分けて
分析した。その結果、「在日であること」の役割は
前者において高く、後者においては相対的に低いと
いう結論を得た。つまり、エスニック社会からの「情
報」が個別企業の安定的な成長を約束するわけでは
ないのである。言い換えると、在日コリアン企業の
成長はあくまでも個別企業内に蓄積される競争力に
よって企業別のパフォーマンスが異なってくる。つ
まり、成長段階においては日本社会における市場や
日本の取引先、顧客との関係が決め手になっていた
と考えられる。
　また、韓（2005：37-55、2007：27-50）は、在日
コリアン企業が民族金融機関（民金）とどのような
関係を築いてきたのかを考察しており、在日コリア
ン企業は信用力に欠ける創業段階においては民金と
の取引からスタートするが、民金の経営規模の限界
によってその役割が企業成長の初期段階に限定され、
成長とともに、民金から一般金融機関との取引に
シフトするようになるとしている（韓 2008：116）。
つまり、在日コリアン企業がどの段階に位置するか

図2.  起業家活動の要件とプロセス

起業機会の認識

起　業　家

資　　源 事業コンセプトと計画

出所：金井（2002：62）
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によって日本社会とエスニック社会におけるネット
ワーク戦略が変化するということを明らかにしてい
る。
　現代においては、インターネットとパソコンの普
及により、これまでのローカル色の強い活動コミュ
ニティから地球を横断するボーダレスのコミュニ
ティが出現している（福井 2005：148）。それゆえ、
在日コリアン企業が構築するネットワークは日々に
複雑となっており、そのネットワークからの多様な
情報は、企業家活動の遂行に影響を与えると考えら
れる。以上のことを考慮すると、在日コリアンの企
業家活動を分析するにおいて、在日コリアンならで
はのネットワーク構築の特性を考察することは必要
不可欠であると考えられる。
　これに関して、林（2007）は、世界韓商ネットワー
クに関する定量的研究を行っている。結果からする
と、世界韓商ネットワークを重要であると認識して
いる在日コリアン企業家は 70.3％であり、世界韓商
ネットワークへの参加を展望する在日コリアン企業
家は 58.8％である。つまり、在日コリアン企業家の
殆どが韓商ネットワーク構築を重要視しており、世
界韓商ネットワークに参加したいと考えている在日
コリアン企業家も相当数存在することが明らかに
なっている（林 2007：54）。特に、グローバル化に
よってもたらされる厳しい競争の中で生き残るため
には、在日コリアン企業家が民族の重要な財産であ
る世界韓商ネットワークを活用するとともに、お互
いが共生できるシステムを構築する必要がある。ま
た、企業の受け継ぎと共に、事業の多角化と人材育
成は在日コリアン企業の持続的な発展のために必ず
解決しなければならない問題であり、このためにも
世界韓商ネットワークの支援と協力が重要になって
いく（林 2007：57）。
　一方、母国社会と在日コリアン企業との関係を
言及した研究も多数ある。例えば、河（2012：166-
179）によると、在日コリアン一世は、朴政権時代、
韓国の経済発展のために多大な物質的貢献を行って
おり、それに対して朴政権は 1965 年に「在日韓国
人法的地位協定」等を締結したり、「外資導入法」
等を公布したりして、一世による韓国投資を外国人
待遇で優遇し、法人税・所得税等の租税減免を保証
した。これを通じて、在日コリアン企業は韓国との
つながりを継続できるようなルートを確保すること
になった。また、朴（2012：123-140）も、タクシー

業界の在日コリアン企業家が韓国の有名な大学に在
日コリアンに関する研究機関を設立し、韓国におけ
る在日コリアンに対する誤解や偏見をなくすための
努力をしている事例を挙げているが、これらの研究
を通じて、在日コリアン企業家が母国との繋がりを
大切にしていることが読み取れる。
　以上の先行研究から分かるように、在日コリアン
企業家は日本社会と母国社会、各々のエスニック社
会といった多様な社会から影響を受けあっている。
また、これによって企業家活動の実行においても日
本人企業より多様な社会におけるネットワークが絡
まってくると考えられる。但し、日本社会にかなり
同化している四世・五世になっても、母国社会とエ
スニック社会とのネットワークを維持しつづける理
由、そして、母国社会とエスニック社会とのネット
ワークが企業家活動の実行においてどういった影響
を及ぼしているのかはまだ明確にされていない。こ
れらを考察するために、ネットワークに関する先行
研究を検討することとする。
　まずは、ネットワークの定義に関する研究である。
ネットワークは、複数のコンピューターと通信回線
で連結された情報ネットワークを指したり、企業内
ないし企業間の穏やかな結合関係のような新たな組
織原理として論じられたり、または組織と市場を超
えるものとして捉えられたりと、研究者の分野や観
点によってネットワークが意味する内容が異なる。
それゆえ、ネットワークに対する定義も多様である。
本研究の対象である在日コリアン企業は、上述した
ように歴史的経緯が絡まっており、日本社会と母国
社会、各々のエスニック社会との影響を受けている
ことから、在日コリアン企業の発展のためには多様
な社会環境に位置するアクターとのネットワークが
必要不可欠であると考えられる。そのため、在日コ
リアン企業を対象とする研究におけるネットワーク
の定義を明らかにする必要がある。本研究ではネッ
トワークを「在日コリアン企業と関連のある多様な
社会環境に属する行為者が、各々異なる役割と目標
そして理解を基に、相互作用の関係を維持していく
中で形成される構造」として捉えることにする。
次に、ネットワークの特性についての研究である。
G.Grabher（1993：261-272）の研究からは、ネット
ワークの特徴として、機能的結合、認識的結合、政
治的結合、ゆるい結合の四つが読み取れる。機能的
結合とは、行為者が相手に何らかの補償を求めて
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ネットワークを結び、その期待を基に行為するこ
とを意味する。これを互恵性ともいう（Blau 1993：
336、Grabher 1993：261）。もし、ネットワークを構
築したが、相手から期待したものが得られなかった
場合には、ネットワークが維持できなくなる可能性
がある。
　次に、認識的結合であるが、ネットワークでの相
互作用は漸進的に発展していく。つまり、初期には、
相手に対する情報が少なく、相互に対する信頼が構
築されていないため、リスクの低い取引を行うが、
初期の段階を経て信頼を蓄積するようになったら、
より大規模の取引を行うようになる。そして、取引
過程で意見の不一致や葛藤が発生する場合、すぐ取
引を断絶するのではなく、ネットワーク内部の意見
交換を通じて問題を解決しようとする場合が多いが、
これは認識的結合が働くためである。
　しかし、機能的結合と認識的結合だけでは、ネッ
トワーク内外の行為者間の関係をすべて説明するこ
とはできない。つまり、機能的結合と認識的結合が
内在していて、協力の関係が構築されているとして
も、行為者間には政治的関係（権力関係）が形成さ
れるようになる。
　ゆるい結合もネットワークにおける重要な特性で
ある。ネットワークの参加者間の連携と結合の度合
いが成果に及ぼす影響に関しては研究者によって主
張が異なり、ゆるい連携と固い連携との長所と短所
に対する議論が活発に行われてきた。ゆるい結合の
場合、行為者に自立性を与えることで、固い結合
の場合に比べて革新を創出しやすくなる（Lee ＆　
Shim 1999：59）。特に、環境が急激に変化する時期
に形成されたゆるい結合は、行為者のアイデンティ
ティ、独自性、個別性が維持されるため、より多様
な解決策が得られる可能性も高まる（Weick 1976：7）。
　前述した在日コリアン企業における多様な社会と
のネットワーク関係と G.Grabher が提唱するネット
ワークの特性を照らし合わせると、在日コリアン企
業がそのネットワークを構築・維持する妥当な理由
が見えてくると考えられる。例えば、1980 年代後
半の頃、日本警察当局は遊技業界に「1 社独占全国
共通カード」制度の導入を押し付けようとしたが、
在日コリアン起業家らは対策委員会を立ち上げ、売
上高や経営方式の露出、決済の遅延などを理由に「遊
技業カード問題」に反対する立場を表明している（呉
1992：186-188）。ここでは、日本社会（警察当局）

との権力関係を調整するために、エスニック社会の
個人ネットワークの中で機能的結合による「対策委
員会」を結成することで問題を解決しようとしたと
考えられる。

　在日コリアン企業における文献調査やインタ
ビュー調査等による定性的な先行研究は、以下の三
つを明らかにしている。一つ目は、在日コリアン企
業家ならではの特性である。在日コリアンの起業家
は被差別マイノリティであり、不利な環境に置かれ
ていたにもかかわらず、日本社会からの差別や偏見
に反発し、それらを克服しようと努力した結果、起
業家として成功をおさめることができた（朴 2012：
137-138）。また、韓（1977：50 － 74）は、在日コ
リアン企業家一世の場合、起業者精神と韓民族的文
化構造との相関関係が高く、自己実現達成度も高い
と述べており、林は（2007：48 － 49）、在日コリア
ン企業家は「前向きな志向と積極的な姿勢」「独立
と自尊」「夢とビジョン」などといった特性を持っ
ていると述べている。
　二つ目は、在日コリアン企業が参入する業界であ
る。在日コリアン企業が参入していた業界は大きく
以下の三つに分かれる。戦後の復興需要に対応する
当該地域の産業経済的な要因を意識した「地域性を
持った産業（大阪＿製造業／兵庫県＿ゴム製品製造
業、土木工事業／京都＿繊維など）」と、「同胞をマー
ケットとして想定される産業（韓国・朝鮮料理の飲
食店）」、そして、比率は低かったものの、「地域性
の希薄な産業（再生資源卸業（卸・小売業）、遊技
場（サービス業）といった卸業・小売業およびサー
ビス業の第三次産業）」である。
　三つ目は、在日コリアン企業が母国社会、エスニッ
ク社会との相互関係を築いており、影響し合ってい
るということである。例えば、繊維産業への参入は
同胞からの「手伝ってほしい」という呼び込みから
始まったケースが多い。パチンコホール業界におい
ても「儲かるからやってみないか」という同胞から
の誘いが契機になったケースが多い。このように個
人的ネットワークで結ばれたエスニック社会がもた
らす「情報」は、同業への参入障壁を低下させる役
割を果たしたと同時に、特定の産業（パチンコホー
ルなど）への集中を促すことで、その産業への依存

Ⅲ．先行研究の貢献と限界
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を高くしたり、競争が激しくなるという限界もあっ
た（韓 2012：40-46）。
　これらの研究は、在日コリアン企業家がどのよう
な起業家精神の特性を有しているのかに対する研究
が主である。しかし、先行研究で明らかになってい
る在日コリアン企業家の特性は、在日コリアンに限
らず、すべての民族、人種の企業家にも共通するこ
とがあり得る性質であり、在日コリアンに特に顕著
であるとは言えない。また、ケーススタディを通じ
て、在日コリアン企業家の特性における仮説を裏付
けている研究が殆どであるが、在日コリアン企業の
起業と成長プロセスを戦略的な視点から分析してい
るとは言えない。
　また、先行研究では、母国社会とエスニック社会
におけるネットワークに集中しすぎた結果、日本社
会に馴染んで事業を営んでいる在日コリアン企業の
全体的なネットワーク構造に言及していない。先述
したように、エスニック・ビジネスが成長軌道に入
るにつれて、日本社会との関わりが重要視されてお
り、インターネットとパソコンの普及によるネット
ワーク社会が創造された現代においては、地球を横
断するボーダレスのコミュニティ・ネットワークが
出現している（福井 2005：148）。この複雑なネッ
トワークからの多様な情報は、企業家活動の遂行に
影響を与えると考えられるため、在日コリアンの企
業家活動を分析するにおいてネットワークを分析要
素に入れることは必要不可欠である。
　それから、在日コリアン二・三世は日本に同化さ
れ、在日コリアンであることを故意に隠して事業活
動を行う企業家も存在しており、日本で生まれ日本
で育った在日二世以後の世代であれば、在日コリア
ンとして日本社会に貢献していくべきであると考え
ている在日コリアン企業家もいる。一方、四・五世
に至っても母国社会やエスニック社会とのつながり
を維持している企業家も多い。これらの差は、どこ
に起因するものであるのか、それは未だに明確では
ない。

　これまでの在日コリアン企業に関する先行研究を
中心に、事業活動の主体となる企業家と在日コリア
ン企業を取り囲む多様な社会とのネットワークにつ

いてレビューを行い、先行研究の貢献と限界を考察
してきた。これらの議論を基に、「在日コリアン企
業における企業家活動の要件とネットワーク構築の
プロセスを分析するためのフレームワーク」を図３
のように提示する。

　本研究のフレームワークの中心に位置するのが、
企業家活動である。これは、金井（2002：62）が提
示した「起業家活動の四つの要件」に一部変更を加
えたものである。本研究は在日コリアン企業家を対
象としており、事業を引き継いで連続的に事業を展
開している二世以降の世代の企業家も分析できるフ
レームワークにするため、「起業家」ではなく「在
日コリアン企業家」と称し、「起業機会の認識」は「事
業機会の認識」に言い換えた。また、本研究におい
ては企業外部の社会とのネットワーク関係を重視し
ており、外部からの資源の調達や協力関係構築など
が想定されるため、「資源」は「コア資源」に言い
換えるが、コア資源は社内に持ちつつ、それ以外の
資源については企業家が企業の業界を超えて外部か
ら調達する可能性が高いものとして考えることにす
る（内田・金 2008：43）。
　先行研究で述べてきたように、在日コリアン企業
家は日本社会からの差別や偏見に反発し、優れた企
業活動によってそれらを克服してきた。日本社会の
マイノリティに対する差別や偏見をマイナス要件で
はなく、勤勉性を強化し、企業家活動を促進させる
要件になったのである。ただし、注意すべき点は、
企業家活動の源泉が、世代別に変わってきていると

Ⅳ．在日コリアン企業における企業家活動と
ネットワーク構築の分析に向けて

図3.  在日コリアン企業における企業家活動の
要件とネットワーク構築のプロセスを

分析するためのフレームワーク
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ころである。これは、在日コリアン企業家に関する
研究で特徴的な点であり、一世と二・三世の「起業
者精神と韓民族的文化構造との相関関係」、「自己実
現達成度」、「起業意志力の源泉」が異なってくるこ
と、世代によって企業家としての類型に特徴が現れ
ること、世代が変われば変わるほど日本社会に同化
するという点から企業家活動の源泉も変わってきて
いると考えられる。
　この世代間の差異は、ネットワークを構築する目
的に見られると考える。例えば、一世の場合、故郷
から離れてきた意識が強く、物心両面で母国の政府
や大学、故郷への貢献を行ってきたのに対し、世代
が変わるほど母国社会とのネットワーク構築に対す
る目的が事業運営の面と関わってくるかも知れない。
それゆえ、在日コリアン企業家と日本社会、母国社
会、エスニック社会との関係を検討した上、その関
係性を時系列に世代別に比較することで、在日コリ
アン企業家が日本社会に同化しつつも母国社会とエ
スニック社会にネットワークを維持する理由は何か
を解明する研究が求められる。
　ところで、企業家が事業機会を認識することはあ
くまでアイデアの段階である。したがって、実際に
事業の創造に結び付けていくためには、ファミリー
企業家が事業の「仕組み」を構想する必要がある。
金井（2002：73）は「事業コンセプトと計画」につ
いて事業コンセプトは「どのような顧客」の「どの
ようなニーズ（価値）」を、「いかなる方法」で満た
すかを明確にするためのステートメントであり、事
業の各段階における「計画」が重要であるとしてい
る。在日コリアン企業の場合、在日コリアン企業の
参入が特定産業へ集中しすぎたため、激しい競争か
ら生き残るための個人企業だけの事業コンセプトと
計画が更に重要であったと考えられる。特定産業が
儲かる産業であるという「情報」はエスニック社会
から得られたとはいえ、その「情報」が個人企業の
成功まで約束してくれなかったからである。個人企
業レベルの成果を決めるのは個人企業の能力つまり、
日本社会における経済活動において成功しているか
どうかである。
　そこで、成功するためには在日コリアン企業が日
本経済活動において日本社会の取引先と顧客に対し
て優位を持つためには「コア資源」を獲得する必要
がある。なぜなら、コア資源があることで初めて社
外パートナーとの付加価値をめぐる競争において交

渉力を持つことが出来るからである（Afuah2003：
118-119）。 価値の高い「コア資源」は社外パートナー
にとって魅力的であるため、強い交渉力を持つこと、
つまりネットワークにおいて権力を持つことが可能
になる。
　最後に、在日コリアン企業は日本社会、母国社会、
エスニック社会という多重の社会からの影響を受け
ており、在日コリアン企業家が各社会に属するアク
ターとネットワークを構築していることから「母国
社会」「日本社会」「エスニック社会」の要素を在日
コリアン企業家活動に影響を与えるものとして位置
づけた。各々の社会環境がどのような影響を及ぼし
たのかは勿論、各々の社会に属する可視的なアク
ターとのネットワーク関係を明らかにしたいと考え
ている。先行研究によると、日本社会におけるアク
ターは取引先と顧客となっている。母国社会におい
ては政府、エスニック社会においては民族系金融機
関とエスニック社会におけるゆるい関係の個人ネッ
トワークが言及されている。本研究においても基本
的に先行研究で言及されてきたアクターに対して分
析を行いつつ、CSR（企業の社会的貢献）関連団体、
グローバル的なエスニックコミュニティなど、今ま
で想定されてこなかったアクターも視野に加えてい
きたいと考えている。
　また、到来するグローバル化によりグローバル環
境とのネットワーク構築が更に重要なネットワーク
対象となってきており、企業家活動を行うにおいて
無視できない要素となっている。しかし、グローバ
ル環境においては明確なアクターとのネットワーク
関係構築が容易でなく、先行研究においても具体的
な提言はなされず今後のグローバル化に伴ったグ
ローバル環境とのネットワーク構築の重要性だけが
強調されている段階である。したがって、「グロー
バル社会」でなく「グローバル環境」という包括的
な単語を選択した。
　つまり、本研究では、研究者によって部分的に行
われてきた在日コリアン企業と在日コリアン企業を
取り囲んでいる各社会とのネットワーク関係とその
必要性を考察しつつ、グローバル環境が各社会との
ネットワーク構築に及ぼす影響を考える。また、在
日コリアン企業家の事業プロセスを明らかにし、そ
れらの相互作用に関して考察しながら、時系列、世
代別に分析していく。
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　本論文の目的は、在日コリアン企業家活動とネッ
トワーキングの関係性を明らかにするための仕組み
を構築することであり、そのために、在日コリアン
企業に対する研究と、企業家活動、ネットワークに
関する先行研究を踏まえてきた。
　在日コリアン企業に関する研究からは、①在日コ
リアン企業家は日本社会からの差別や偏見に反発し、
それらを克服しようと努力した結果、起業家として
成功をおさめることができたこと、②在日コリアン
企業が参入する業界の特性、③在日コリアン企業が
母国社会、エスニック社会といった一般的ではない
社会と相互関係を築いており、影響し合っていると
のことが分かり、世代によって日本社会と母国社会
からの影響力や社会情勢が異なってくるため、特性
にも差異が生じることが明らかになった。
　また、在日コリアン企業のネットワークに関する
先行研究からは、日本社会にかなり同化している四
世・五世になっても、母国社会とエスニック社会と
のネットワークを維持しつづける理由、そして、母
国社会とエスニック社会とのネットワークが企業家
活動の実行においてどういった影響を及ぼしている
のかはまだ明らかにされていないことが限界として
挙げられた。
　これらの先行研究を踏まえ、最終的には在日コリ
アン企業家活動とネットワーキングの関係性を明ら
かにするためのフレームワークを提示した。まず、
在日コリアン企業家の企業家活動の要件には、金井

（2002：60-87）の理論をもとに、「事業機会の認識」、
「コア資源」、「事業コンセプトと計画」、そしてそれ
らをコントロールする「在日コリアン企業家」で構
成した。さらに、先行研究において在日コリアン企
業と深く関わっているとされる「母国社会」と「エ
スニック社会」、深く研究はされていないが、日本
経済において事業活動を行っている限りネットワー
ク構築が欠かせないと考えられる「日本社会」、最
後に、在日コリアン企業の今後の活躍のために重要
視されつつある「グローバル環境」の四つの社会の
属するアクターとのネットワークを考慮し、相互作
用することを念頭におき、フレームワークを作成し
た。
　本研究では、今まで議論されてこなかった、在日
コリアン企業を取り巻く多様な社会に対する総合的

な分析を行うためのフレームワークを提示している。
また、在日コリアン企業がネットワークを構築する
対象だけでなく、ネットワークを構築する理由と方
法の詳細にも接近することで、在日コリアン企業の
成り立ちと成長プロセスを理解することを可能にし
ようと試みている。
　しかし、課題も存在する。例えば、各々の社会に
おいて抽出した具体的なアクターが限られており、
各社会が企業家活動の各要素にどのような影響を及
ぼすのかに関しては今回の研究では明らかになって
いない。また、在日コリアンだけでなく、日本で事
業活動を営んでいる多様な民族にも今回のフレーム
ワークが活用できるかに対する検討が行われていな
い。このような課題を解決するには、先行研究のレ
ビューを深めるとともに、在日コリアン企業を対象
にした実証研究を行うことが考えられる。
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