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日本型共進ダイナミズムの解明と世界価値への昇華を目指して  

 ご高承のように、わたしたちの拠点「インスティ

テューショナル技術経営学 (SIMOT)」では、イノベ

ーションと、それを生み出す社会的土壌（インスティ

テューション）との間にある、お互いに進化させ合う

好循環（共進ダイナミズム）を明らかにし、新たな革

新的学術分野を構築することをねらいとしています。 
 新たな学術分野の構築に向けて、わたしたちは、

拠点を支える SIMOT メンバー教員の研究内容の深

化に加え、同分野で指導的な役割を担う研究者およ

び実務家を教育・育成し、世界に通用する先端研究

者を輩出することも重要であると考えております。 
 SIMOT の展開から丸 4 年経ち、同分野の研究で

数々の注目すべき成果が挙がると共に、内外経済に

おいてそれをサポートする進展が見られ、同時に、

SIMOT に関わる博士課程学生・ポスドク研究員等を

通じた次世代研究者育成も一定の成果を見せつつあ

ります。 
 今般、特に SIMOT を担う若手研究者の研究に焦

点をしぼり、7 回のシリーズでその研究活動・実績

の報告をいたします。 

 
■ 研究報告 概要 ■ 
 現在、SIMOT には日本・アメリカ・フランス・スイス・アルゼンチン・韓国の６つの異なる国家土壌（イ

ンスティテューション）を背景とするポスドク 6 名が在籍しています。いずれも各々の専門分野で優れた成

果を挙げてきた若手研究者でありますが、本企画においては、経営・経済・技術史等の異なるカテゴリにお

けるそれぞれの研究に、「インスティテューショナル技術経営学」という新たな学術分野の枠組みを加味し、

更に進化させた内容をご報告いたします。 
 各人のプロフィールおよび報告内容は次の通りです。 

＜プロフィール＞ 

氏 名 国 籍 主要専門分野 

Yuosre Badir スイス 新製品の研究開発、技術マネジメント 
Pablo Ramirez アルゼンチン 経営管理システム、無形資産 
Quan Sasaki Tu アメリカ 人間工学 
Rémy Magnier-Watanabe フランス 知識管理/知識経営 
小林 学 日 本 技術史 
井上 善美 韓 国 マーケティング 

＜報告内容 (予定)＞ 

 第 1 回 (Jun):   Assessing the impact of intangible assets on corporate performance I (Pablo)  

 第 2 回 (July):   Assessing the impact of intangible assets on corporate performance II (Pablo) 
 Technological innovation across network of strategic partners: Alliance’s organization and management (Badir) 

 第 3 回 (Aug.): The impact of a firm’s internal organization design on its strategic alliance-based new product development 
projects (Badir) 

 Nature versus nurture in knowledge management: the influence of organizational characteristics and national 
culture (Remy) 

 第 4 回 (Sept.): Lost in Translation: How techniques in interviewing and focus groups differ between USA and Japan for 
personal habits (Quan) 

 熱機関を取り巻くインスティテューション - 19 世紀における高圧蒸気機関の展開とインスティテ

ューションとの関係について (小林) 

 第 5 回 (Oct.): Congruent knowledge management behaviors as discriminate sources of competitive advantage (Remy) 
 Distance Dining: Exploring meal time as opportunity for new communication technologies to reconnect 

remote families (Quan) 

 第 6 回 (Nov.): 技術史分析の方法としてのインスティテューション (小林) 
 自動車産業における情報標準化の推進 (井上) 

 第 7 回 (Dec.): 世界最適調達と部品調達システムの情報化 (井上) 

なお、７回のレポートの詳細は、順次、別途 SIMOT HP (http://www.me.titech.ac.jp/coe/index.html ) にてご報告させていただきます。 



 

 

日本における収益性の源泉を評価する   Pablo Ramirez  

 理論的には、正常利益（Normal Profit）を超える超過利益は長期的にはゼロに収斂することになっているが、

超過利益の存在は検証されている。収益性の違いは、業界に由来し、競争を制限する諸々の力（インフラ上

の参入障壁、政府による規制等）がそこに働いているからとも考えられ、特定の資源を入手できる企業固有

のものに帰するとも言える。業界内の個々の企業は業界共通の恩恵を得ていると仮定した場合、その中でも

より良い業績を上げている企業は、特定の戦略的資源（無形資産）が入手可能であり、そのことによって、

価格プレミアムを享受できる革新的な商品を生産しているということもあるし、あるいはより先進的な生産

プロセスによるコスト削減という恩恵を享受している場合もある。（ちなみに、そうした恩恵は、テクノロジ

ー、ブランド、経営者や従業員の高い能力、組織資本などといった無形資産への投資の結果と考えられる。） 
 以下の図のように、単純化された P&L を使用することで、インスティテューションのネットワークが、企

業の戦略的意思決定と、どのように相互に影響しあっているかを示すことができる。エコシステムのように、

無形資産への投資は、企業のアウトプット（顧客）にとってきわめて重要であるだけでなく、企業の将来の

成長機会、コーポレート･ガバナンス機構、投資や資金調達の意思決定、資本構造に影響を与え、更にそれは

税額に影響を及ぼす、といった具合である（株主、債権者、政府）。 
 SIMOT におけるわれわれの主目的は、イノベーション・サイクルの源泉（企業のアウトプットに対する無

形資産の影響）を明らかにすることのみならず、無形資産がインスティテューション間のダイナミックな相

互作用をいかに惹起するのか、つまりインスティテューションとそのダイナミクスに対して、無形資産が長

期的に与えるインパクトについて理解することである。 

 

 本ニュースレターでは、何が、観察された違い（収益性や業界平均を超える利益）を生み出しているのか

に焦点を当て、研究成果の一部を要約してみたい。 
 われわれの研究によると、無形資産（たとえば研究開発強度や人的資本）が明らかに収益性と正の相関が

ある一方で、各業界内の違い（無形資産が、業界のベンチマークによって標準化された場合）は、業界平均

を上回る利益とは相関がない。この発見は、資源ベースの視点（Resource Based View：RBV）と矛盾しない。RBV
によると、その企業のみが保有し、容易に定式化したり模倣したりすることができない無形資産（たとえば

組織資本）こそが業界平均を超える業績の主たる源泉となっている。更に、研究成果は、最適投資水準が存

在し、その水準を超えた投資をしても、業界平均を上回る収益には貢献しないということを示唆している。 
 この研究の第一の含意は、経営に携わるものは、無形資産の影響を評価するに際して、単一の業績指標だ

けに依拠することには慎重にならなければならないということである。第二は、無形資産の与える影響を図

る信頼できる指標を定義・特定することの重要性を一層明らかにしたということである。 
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Pablo Ramirez 
東工大 21 世紀 COE「インスティテューショナル技術経営学 (SIMOT)」ポスドク。2000 年にアルゼンチ

ン UCES 大学を卒業。東工大にて 2004 年工学修士、2007 年に工学博士を取得。その間、SIMOT 若手研

究者として SIMOT 研究・教育にも従事。博士論文研究テーマは「無形資産と企業業績に関する研究」。  


