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国際応用システム分析研究所（IIASA) 国際ワークショップ   (2008 年 11 月 7-8 日 ウィーン) 

 

 
 
 

 渡辺センター長は、11 月 7-8 日に IIASA で開かれた「ダイナミックシステ

ムによる環境制約下の持続的成長国際ワークショップ」に出席し、SIMOT の

研究成果を基に討論をリードしました。センター長は「Open Innovation in a 
Post-Oil Society」とのテーマで問題提起を行いました。日本はその 60、70 年

代の発展軌道における労働やエネルギー制約を技術による代替によって切り

抜け、難局を逆にイノベーションへのスプリングボードとして強靭な体質に

脱皮していきました。

海外活動報告 

 今日のパラダイムでは、生産のスコープだけではなく、流通・消費までも包摂したグローバルスコープ

での 適化の追及が不可欠との視点で持論を発展させました。その中で、消費理論の「人々は過去におい

て得た 高の満足が忘れられず、過去の消費習慣が消費に影響する」という時間的相対所得仮説に注目し

て、それを「人々は過去に経験した 大の恐怖が忘れられず、それが消費に影響する」との着想を提示し、

この 7月に見た 147ドル/Bの原油価格の高騰が価格下落後も各国のイノベーションに影響を及ぼしうると

の分析を提示し、米・独・仏・露・スペイン・ポルトガル・フィンランド・スエーデン・オーストリアか

らの 20 人の研究者を啓発しました。 
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豪州理工学アカデミー（ATSE)年次総会 (2008 年 11 月 16 日 メルボルン) 

 渡辺センター長は、11 月 16 日、日本工学アカデミーを代表して、標記年次総会に出席

しました。 
センター長の同総会への出席は、2001 年来 8 年連続になり、総会前夜の懇親会で、2001
年来の開催場所を、ホバート、シドニー、メルボルン、アデレード、キャンベラ、シド

ニー、パース、メルボルンとすらすら言えたのはセンター長だけだった由。日本の 20 倍
の広大な国土にこのような個性豊かな州都を擁する豪国は、220 年前の建国来悩まされ
てきた「距離の暴虐」を IT の躍進によって、「Death of distance」とし、IT の寵児を誇っ

てきました。ですが、さすがに、今回の「百年に一度の津波」には抗し切れず、数々の
難局をスプリングボードとして逆に強靭な体質に脱皮し続けてきた日本の Institutional innovation に改めて
ホットな目が向けられました。 

ベトナムハロン湾での知財セミナー (2008 年 10 月 29-31 日 ベトナム) 

 本年 10 月 29 日から 31 日まで、ベトナムハロン湾において、大学における技術管理および
知財コーディネーターに関する地域セミナーが開催され、田中義敏 IM 研究科准教授・SIMOT
センター員が招かれました。アジア地域を中心として、17 カ国、参加者数約 50 名で、3 日間
にわたり、技術マネジメント、知財コーディネーターの役割、産学連携等の議題が取り上げ
られました。同センター員は、「効果的な産学連携の手法の紹介」と題して、産学のミッショ

ン・文化の相違から求められる知財コーディネーターの役割、産学の保有技術レベルの比較
検討に立脚した連携の在り方、アジア・太平洋地域の国々が有する文化的比較を踏まえた各国独自の体制整
備の必要性などに焦点を絞り講演しました。各国から参加した大学や研究機関の知

財担当者は、知的財産権の取得による技術管理に極めて前向きに活動しており、一
部の国における大学内の体制整備としては、すでにここまで考えているのかと評価
される例も紹介された由。今後、各国の大学・研究機関が、知的財産制度・運用の

定着の先導役となることを期待されます。 

 
 

イノベーション協力戦略の新展開: 印・日 ICT 産業のケース (10 月 30 日 東工大 百年記念館) 
 研究・技術計画学会国際問題分科会 10 月例会では、インド工科大学デリー校 経営学部 准
教授であり、現在、一橋大学イノベーション研究センター 客員准教授をつとめるキランクマ

ール・モマヤ 氏に「イノベーション協力戦略の新展開: 印・日 ICT 産業のケース」というテ
ーマでご講演いただきました。 
 講演では、グローバルな環境の変容下での、イノベーション創生のための日・印の協力関係

構築の重要性に注目し、特に企業間協力について ICT 産業に焦点を据えた分析、提言を行いま
した。その中で、日本とインドの協力関係は、その潜在効果に比して低
いレベルに留まっていることを指摘し、企業間のライフサイクル・価値

システムを包括した協力関係の効用を示唆しました。昨今注目のインド
と日本の、異なるインスティテューション下におけるイノベーション活
動の要件に関する今次の議論は、相互イノベーション創生に大きく寄与

するものと言えそうです。 

グローバルに統合された企業におけるあるべきワーク・プラクティス (11 月 12 日 東工大 百年記念館) 

 研究・技術計画学会国際問題分科会 11 月例会では、IBM アルマデン研究所・サービス・プ

ラクティスマネジャーのジャネット・ブロムバーグ氏に「グローバルに統合された企業にお

けるあるべきワーク・プラクティス: エスノグラフィーの視点から」というテーマでご講演い

ただきました。カリフォルニア大学 文化人類学博士という経歴を有する同氏は、言語・習

慣・ものの考え方などを比較研究する文化人類学的視点から、IT を活用した各種境界を越え

た統合的な働き方およびグローバル化の進展にともない統合された企業のあり方について、

IBM の豊富な実例を示しつつ議論しました。IT 利活用において企業・

産業横断的な 適化に取り組む欧米企業の代表たる IBM の統合ワー

ク・プラクティスに関するエスノグラフィーを用いた研究はインスティ

テューションを超えた協働の効果性や、その限界について多くの示唆に

富み、グローバリズムとインスティテューショナリズムの均衡を再考す

る一視点を与えてくれました。 

イベント報 告  
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SIMOT 発「世界に通用する実践的リーダー」 (11 月 25 日 東工大 西 9 号館) 

 IAEA（国際原子力機関） 経済・エネルギー企画官 三ヶ田

麻美 氏の来日を期に、渡辺 SIMOT センター長および同研究

室学生を交えて「ポストオイル社会に向けたオープンイノベ

ーション」に関するディスカッションを行いました。 
 三ヶ田氏は、平成 16 年度において、本拠点第一期ポスド

クとして SIMOT の教育研究活動に従事し、その後、優れた

研究教育の成果と経験を見込まれて IAEA へ就職を果たしま

した。 
 ポストオイル社会における成長企業の持続的な新機能創成の追及に焦点をあ

てた今次ディスカッションにおいて、三ヶ田氏は SIMOT 教育研究が掲げる「世

界に通用する実践的リーダー」の実践的先駆者に相応しい的確な論点を踏まえ

た議論に終始し、議論に参加・アドバイスをもらった学生たちも「大いに勉強

になった」と自らの研究の発展に手ごたえを感じたようでした。今後とも、更

なる活躍を期待しています。 

 

 
「e-コマースを科学する」   イノベーションマネジメント研究科 技術経営専攻  教授 比嘉 邦彦 

e-コマースで提供している商品（サービスを含む）の価値をどう買い手に認識させるか、

また、見えない、触れられない売り手をどうやって信用させるのかなどが e-コマース独自

の問題と言える。これらの問題点への対処には幾つかの定番の方法があり、多くの e-コマ

ースサイトで実施されているが、それらの効力については不明である。 更に、サイトへ

のアクセス数やコンバージョン率、キーワード検索でのランキングなどの数値による分析

なども e-コマース独自の方法として定着してきている。しかしながら、それらの数値に対

しては、e-コマースの経営者から「数字が踊っているだけで、何を意味しているのか分か

らない（具体的な戦略・戦術につながらない）」や、e-コマースのコンサルタントからも「こういう数値は、

症状を表しているだけで、原因の特定は出来ない」という意見がある。つまり、現時点の e-コマース経営は

黒魔術に頼っていると言えるかもしれない。 
そこで我々は、「信用」と「価値」という 2 つの指標で買い手の購買行動を説明する分析方法を開発するこ

とで e-コマース経営に科学のメスを入れる試みをしている。 ある大手の B2C サイトの協力のもとに、我々

の開発した分析モデルの検証を行い、その 2 つの指標で購買行動が概ね説明可能であることを確認した。 
もちろん、各指標毎の具体的な要素については、サイト毎に変化するであろうことや、同じサイトが、グ

ローバル展開した場合には、顧客の文化圏毎にも変化することが予想される。そこで将来的には、インステ

ィテューションベースの分析が行えるツール開発への展開を考えている。 
 

「SIMOT と知識マネジメント」                     SIMOT 研究員 Rémy Magnier-Watanabe 

 私は、東工大の経営工学専攻において学術博士号を取得した後、SIMOT センターにおけ

るポスドクとして研究を続けました。本年 8 月、筑波大学大学院ビジネス科学研究科 国際

経営プロフェッショナル専攻に助教として奉職しましたが、引き続き SIMOT の研究員とし

て知識マネジメントの制度化（institutionalization）の研究を進めています。仏米日の大学に

かつて在籍した私は、現在は、筑波大学の上記 MBA プログラムにおいて国際経営関連の授

業を担当しています。対象は主に日本の社会人で、夜間および週末に授業は行われます。私

の研究テーマは、日米欧の様々な国における知識マネジメントに影響を及ぼす組織的・イン

スティテューション的な要因についての考察です。知識はその定量化も移転も容易でない資産であり、加え

て企業固有あるいは国家固有の人間の相互作用の結果であることから、知識マネジメントには組織的・イン

ステュテューション的差異を重視する状況依存的（contingent）なアプローチが要求されます。SIMOT 関連分

野にかなりの投資がされ、日本および諸外国の研究者、教員が研究に関与しているという事実は、日本の国

立大学が日本経済の再活性化に如何に強くコミットしているかを物語っています。もう一つ特筆すべきは、

諸外国の学生、研究者、教員を、英語が主言語である環境に誘致していることです。日本は他の先進国と同

様に、共同体制で研究を進め、成長の好循環を再び創造しなければならないと私は考えます。 

コラム 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:Flag_of_IAEA.svg�
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最近の動き 

  海外出張 

飯島 12 月 10 日 Jyvaskyla University, Finland（国際大学院プログラムについての広報とﾌﾟﾚｲﾝﾀﾋﾞｭｰ） 
   12 月 12 日 Catalonia University, Spain（国際大学院プログラムについての広報とﾌﾟﾚｲﾝﾀﾋﾞｭｰ） 
   12 月 14 日～17 日 MINES Paris Tech, France（国際大学院プログラムについての広報とﾌﾟﾚｲﾝﾀﾋﾞｭｰ） 
渡辺 12 月 11～13 日 中国 広州 (大連理工大学 国際シンポジウム） 
   12 月 25 日～1 月 4 日 オーストリア ウィーン (IIASA での共同研究） 
 

センター長 国際 MOT 学会（IAMOT)卓越研究賞受賞 

渡辺センター長は、2003 年に続き、国際 MOT 学会（IAMOT)から「世界トップ１％卓越研究者」として表彰されるこ

とになりました。これは、IAMOT が 5 年おきに、その 5 年間に世界中の学術誌に掲載された MOT 関連の論文をもとに

トップ１％の卓越研究者を選び表彰するものです。前回 2003 年の表彰が SIMOT の提案の弾みになったものであり、そ

の 5 年後の今回は、まさに SIMOT の研究そのものが評価されたことを示すエンカレッジなものです。表彰式は 4 月始め

の米国での IAMOT 年次総会で行われます。 
 
 

 イベント予定 
研究･技術計画学会 国際問題分科会 12 月例会 

日 時 12 月 12 日（金）18:00 – 20:00 
場 所 東京工業大学 百年記念館 第１会議室 
テーマ 「インドのIT産業とそのインスティテューションおよび日印比較 
     －インスティテューショナル技術経営学への示唆」 
講 師 ダス・アナンダ氏（ウィプロ・テクノロジーズ、製品・戦略コンサルティング事業部 部長） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

SIMOT 年次シンポジウム 2009 
2009 年 2 月 21 日（土）22 日（日）23 日（月） 
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