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Ⅰ．はじめに

本稿の目的は，ネットワークからの知識の獲得
という従来から行われてきた議論を，技術のライ
フサイクルの視点から捉え直すことにある．この
目的の背景には，次のような問題意識がある．

バイオテクノロジー産業をはじめとした，専門
的な知識が組織間のネットワークに幅広く分布し
ている産業では，イノベーションは単独の組織内
部ではなく，ネットワークによって生み出される

（Powell,	Koput,	&	Smith-Doerr,	1996） こ と か
ら，ネットワークに分布する知識資源の獲得が，
競 争 優 位 を も た ら す と さ れ て き た（Gulati,	
1999）．

他方，近年の先行研究では，ネットワークから
の知識の獲得に影響を与える先行要因（anteced-
ents）として，①ネットワークからの知識の獲得
の機会，あるいは知識へのアクセス可能性に差異
をもたらすネットワークのポジションと，②その

知識を価値のあるものと認識するための組織内部
に蓄積された知識の 2 つが特に重要であるとさ
れ，具体的な実証が行われてきた（Gilsing,	Noot-
eboom,	Vanhaverbeke,	Duysters,	&	Van	Den	
Oord,	2008；Tsai,	2001）．このことから，バイオ
テクノロジー産業のように，組織外部の知識が決
定的に重要とされる産業においても，ネットワー
キングだけでなく，組織内部の知識が重要である
ことが示唆される．

しかし，こうした先行研究の多くは，単一ある
いは複数の産業を分析単位にしたものであるた
め，産業を構成する個々の技術のライフサイクル
がどのような段階にあるかを問題にしてこなかっ
たように思われる．

技術のライフサイクルの進行と技術的不確実性
の変化に言及した先行研究では，ライフサイクル
の初期においては，技術上の課題が，いつどのよ
うに解決されるかといった点が不確実であるとい
った問題をもたらす一方で，産業全体の知識の蓄
積に伴って，技術的不確実性は所与のトラジェク

先行研究は，組織外部に存在する知識ソースからの知識の獲
得に影響を与える要因として，ネットワークのポジションと組
織内部の知識という 2つの先行要因を提示してきた．本稿で
は，この 2つの先行要因にライフサイクルの進行という視点
を加え，抗体医薬品のライセンス提携のパネルデータを用いた
検証を行う．そして，その結果を通じて企業の長期的な知識獲
得のマネジメントについて議論する．
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トリ内で徐々に減少し，より予測可能な状態にな
っていくことが示唆されている（Abernathey	&	
Utterback,	1978；Adner	&	Kapoor,	2010；Dosi,	
1982；Lynn,	Morone,	&	Paulson,	1996）．

このような先行研究の示唆を踏まえると，産業
に新たな技術パラダイムが発生して間もない段階
――当該技術を構成する知識が自社にとって有用
かといったことが不確実である段階――と，その
ライフサイクルが進行し，知識の有用性がある程
度明らかになっていく段階では，知識の獲得に影
響を与える先行要因である，ネットワークのポジ
ションや組織内部に蓄積された知識が持つ重要性
が変わってくるのではないか，という疑問が導き
出される．もしライフサイクル進行によって，こ
れらの重要性が変化するとすれば，企業はそれを
踏まえた長期的な知識獲得のマネジメントを行っ
ていかなければならない．本稿では，このような
問題意識に基づき議論を行っていく．

検証にあたっては，まず先行研究に基づき，知
識の獲得に与える先行要因を検討し，それがライ
フサイクルの進行に伴ってどのように変化するか
という仮説を提示した上で，それをバイオテクノ
ロジー産業における 23 年分の抗体医薬品のライ
センス取引データに基づき統計的な検証を行う．

Ⅱ．先行研究の検討と仮説導出

1．知識の獲得能力
本稿では，外部の知識を獲得する能力を捉える

概念として，Zahra	&	George（2002）が提唱し
た潜在的吸収能力（potential	absorptive	capaci-
ty）における「獲得能力」の定義，すなわち「外
部で生み出された，自社の戦略にとって重要な知
識を認識し，それを獲得する能力」という定義を
用いて検討を行う．

組織外部に存在する知識の価値を認識し，それ
を獲得する能力に初めて言及したのは，恐らく
Cohen	&	Levinthal（1990） の 研 究 で あ ろ う．
Cohen	&	Levinthal（1990）は，組織外部の知識
を認識し，それを獲得・吸収してから活用するま
での一連の能力を捉える概念として，吸収能力を

提唱した．この能力は，内部知識の構築，外部の
知識ソースからの知識獲得のどちらを捉える上で
も極めて重要な概念である（Volberda,	Foss,	&	
Lyles,	2010）．他方で，吸収能力の概念を捉える
には，Cohen	&	Levinthal（1990）の提示した，
関連する事前知識（prior	related	knowledge）だ
けでは構成要因が不足しているといった批判も提
起されてきた．例えば，吸収された知識が活用さ
れる過程を捉えるために，組織形態と結合能力の
2 つを構成要因として挙げた Van	Den	Bosch,	
Volberda,	&	Boer（1999）の研究や，吸収能力を
パートナーとの相対的な能力として拡張した，
Dyer	&	Singh（1998），Lane	&	Lubatkin（1998）
などがその代表的な研究として挙げられる．

こうした懸念に対して，Zahra	&	George（2002）
は，包括的な文献レビューに基づき，吸収能力
を，「獲得（acquisition）」，「同化（assimilation）」，

「変換（transformation）」，「活用（exploitation）」
の 4 つの次元に分類し，前者 2 つを潜在的吸収能
力（potential	absorptive	capacity） と 呼 び， 後	
者 2 つを顕在化された吸収能力（realized	ab-
sorptive	capacity）と呼んだ．ここでいう「獲得」
とは，外部で生み出された，自社の戦略にとって
重要な知識を認識し，それを獲得する能力であ
る．次の「同化」は，外部から獲得した知識を解
釈し，理解する過程である．そして，組織内部に
既に存在している知識と，外部から新たに獲得し
た知識を組み合わせ，洗練させる能力である「変
換」を経て，「活用」能力によって新たな知識が
創出される．

先 に 挙 げ た Van	Den	Bosch	et	al.（1999），
Dyer	&	Singh（1998），Lane	&	Lubatkin（1998）
などによる吸収能力の拡張は，どちらかという
と，「顕在化された吸収能力」の側面に焦点を当
てたものである．しかし，吸収能力を組織に埋め
込まれたルーチン（Zahra	&	George,	2002）とし
て捉えた時，この 4 つの次元のトリガーとなる，

「獲得」能力を規定する先行要因を捉えることは
重要な意味を持つ．なぜならば，外部の知識を獲
得できなければ，残りの 3 つの次元は実現し得な
いからである．以上のことから，本稿では，Zah-
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ra	&	Geroge（2002）が定義する「獲得」能力に
焦点を当て，その要因を検討していく．

2．ネットワークへの埋め込み，組織内部の知
識と知識の獲得能力

先行研究は，単独の組織には殆ど内在せず，ネ
ットワークに幅広く分布する知識資源をネットワ
ーク資源と呼び，組織のイノベーションや競争優
位 と の 深 い 関 連 を 示 唆 し た（Gulati,	1998,	
1999）．このような，構造的埋め込み（structural	
embeddedness） の 視 点（Granovetter,	1985；
Gulati,	1998）に立脚する研究は，競争優位をも
たらすような資源や能力を組織が獲得する上で，
当該組織が埋め込まれているネットワークが果た
す役割を重視するという点に特色がある（近能，
2002）．

例えば，Powell	et	al.（1996）は，R&D アライ
アンスのネットワークにおいて，中心的なポジシ
ョンを占める企業ほど，非 R&D アライアンス数
やアライアンスの種類の多様性が高まることを明
らかにした．同様に，Gulati（1999）は，埋め込
まれたネットワークの中心的なポジションを占め
る企業ほど，新たなアライアンスを結ぶ傾向にあ
る事を明らかにした．これらの先行研究は，アラ
イアンスを通じた学習によって，ネットワークに
分布する知識資源の一部が獲得可能になる，とい
う主張に基づき，ネットワークの中心的なポジシ
ョンとアライアンス数の関係を検証したものであ
る．また，ネットワークの中心的なポジション
と，イノベーションの創出および，業績との関係
を検証した Tsai（2001）の研究においても，埋
め込まれたネットワークの中心に位置する組織ほ
ど，知識へのアクセスの機会や学習の機会がもた
らされるという主張に基づくロジックが展開され
ている．

これらの先行研究に基づけば，ネットワークの
中心的なポジションに位置する組織ほど，知識の
獲得能力が高まると考えることができる．

仮説 1a：ネットワークの中心的なポジション
は，知識の獲得能力へ正の影響をもたらす．

しかし，他方で，ネットワークにおける中心的
なポジションが知識獲得の機会をもたらしたとし
ても，それを価値のある物と認識できなければ，
知識の獲得には結びつかない．近年の研究では，
このような考え方に基づき，ネットワークのポジ
ションと吸収能力（Cohen	&	Levinthal,	1990）を
あわせて取り扱うようになっている（e.g.,	Gilsing	
et	al.,	2008；Tsai,	2001）．但し，既に検討したよ
う に，Cohen	&	Levinthal（1990） の 吸 収 能 力
は，知識の価値を認識してから，それが吸収・活
用されるまでの幅広い概念を含んでいる．「知識
の価値を認識できるかどうか」のみを捉える上で
は，先に挙げた Zahra	&	George（2002）の獲得
能力に焦点を当てるべきであろう．

Zahra	&	George（2002）によれば，外部の知
識の価値を認識できるかどうかは，組織内部に当
該知識に類似する知識が蓄積されているかどうか
に依存することから，次の仮説が導き出される．

仮説 1b：関連知識の蓄積は，知識の獲得能力
へ正の影響をもたらす．

次項では，仮説として挙げた 2 つの要因が，ラ
イフサイクルの進行によってどのように変化する
のかを検討していきたい．

3．技術のライフサイクルと組織内部の知識，
ネットワークにおけるポジショニング

産業イノベーションのパターンを観察した Ab-
ernathy	&	Utterback（1978）の研究では，流動
期（fluid	pattern）における製品イノベーション
は，製品の性能指標がまだ明確でないといった，
技術に対する不確実性が存在する一方で，製品の
性能指標が明確になるにつれて，製品イノベーシ
ョンの割合が減少するとともに，不確実性が低下
していくことが示唆されている．また，Dosi

（1982）は，ある技術パラダイムにおける，通常
の問題解決に基づく進歩（progress）のパターン
を技術トラジェクトリと呼び，並はずれた（ex-
traordinary）ブレイクスルーによる急進的な技
術変化と区別した．この事から，技術トラジェク
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トリとは，技術開発や問題解決によって知識が蓄
積されていく漸進的な進化の過程と捉えることが
できる．それゆえ，技術的不確実性は，技術のラ
イフサイクルの早期を頂点とし，その後は，産業
全体の知識の蓄積によって，当該技術トラジェク
トリ内で徐々に減少していくのである（Adner	&	
Kapoor,	2010）．

しかしながら，技術的トラジェクトリは事後的
にのみ観察可能であり，当該技術に取り組んでい
る当事者は，技術上の問題解決がいつ行われるか
といった事はもちろんのこと，その技術が実用化
されるかどうかの予測すら困難である（Clark,	
1985；Lynn	et	al.,	1996）．こうした技術的不確
実性の高い段階において，当該技術を構成する知
識の価値を認識することは困難である事から，関
連知識を保有している組織とそうでない組織の間
の価値認識に大きな差異が生じると考えられる．
反対に，技術のライフサイクルが進行していくに
つれて，産業内の各組織が当該技術の評価指標や
価値への理解を徐々に深めていくことになるた
め，価値認識への差異は生じにくくなっていくで
あろう．

また，当該技術へ取り組む参加者の多寡につい
ても，当該技術に対する価値認識と同様に考える
ことができる．当該技術を価値のあるものと認識
できるようになることで，当該技術に対する投資
が正当化されるため，新たな参加者が増加してい
くという先行研究の示唆（Abernathy	&	Utter-
back,	1978）を踏まえれば，ネットワークからの
知識獲得が重要な産業において，当該技術へ取り
組む参加者が増加することは，ネットワークへの
参加者が増加することを意味する．さらに，ネッ
トワークにおける中心的なポジションが知識獲得
の機会に差異をもたらすことを考慮に入れれば，
ライフサイクルの進行により，ネットワークへの
参加者が増加するほど，ネットワークの中心に位
置づけられる組織と，そうでない組織における知
識獲得の機会の差異は顕著になるであろう．

つまり，ライフサイクル早期における技術的不
確実性の高い段階においては，不確実性の高い知
識を価値のある物と認識できる組織内部の関連知

識の蓄積が重要な役割を果たす．反対に，技術的
不確実性の低下するライフサイクルの後期におい
ては，参加者の増加したネットワークにおいて，
知識獲得機会をもたらすネットワークの中心的な
ポジションが重要になるのである．

以上により次の 2 つの仮説が導き出される．

仮説 2a：ネットワークの中心的なポジション
が知識の獲得能力に対して与える影響は，技術
のライフサイクルの早期から後期にかけて大き
くなる．

仮説 2b：関連知識の蓄積が知識の獲得能力に
対して与える影響は，技術のライフサイクルの
早期から後期にかけて小さくなる．

なお，先に挙げた仮説 1a，1b は，知識の獲得
能力に影響を与える主効果に言及した仮説であ
る．それに対して，仮説 2a，2b は，主効果に対
するライフサイクルの進行というモデレーティン
グ効果を考慮に入れた仮説である．この 4 つの仮
説の関係を，図 1 に整理した．次項では，その検
証方法について説明していく．

Ⅲ．データセットと検証方法

前節で挙げた仮説を，製薬・バイオテクノロジ
ー産業における抗体医薬品の事例を用いて検証す
る．抗体医薬品の事例を用いる主な理由は 4 つあ
る．第 1 に，抗体医薬品に限らず，バイオ医薬品

図 1　仮説のモデル

ライフサイク
ルの進行

ネットワーク
ポジション

焦点組織

関連知識の
蓄積

知識の獲得
能力

（+）仮説 2a

（‒）仮説 2b
（+）仮説 1a

（+）仮説 1b
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全般の研究開発は，製薬会社が従来得意としてき
た低分子化合物と全く異なる技術の上に成り立っ
ており（Pisano,	2006），それゆえ，バイオ医薬品
の研究開発は，多くの組織（大学，バイオベンチ
ャー，製薬会社）による，提携を通じた知識交換
が行われている（高鳥・中村・長岡・本庄，
2009；Powell	et	al.,	1996）．第 2 に，本産業にお
ける知識交換は，オープンな市場ではなく，個別
組織同士の相対取引によって行われている（原，
2004）．第 3 に，バイオ医薬品の中でも，抗体医
薬品は，医薬品としての承認数も多く十分なサン
プル数が確保できる上に，そのライフサイクルの
起点が明確である．そして，第 4 に，抗体医薬品
の原料であるモノクローナル抗体は構造が標準化
されており（片岡，2010），設計方法や製法のノ
ウハウが対象疾患に依存しない．それゆえ，モノ
クローナル抗体という同一技術パラダイムにおけ
る進化が，癌，リウマチなど異なる疾患の研究領
域に幅広く適用可能である．

以上の理由から，抗体医薬品の事例は本稿の仮
説を検証するに相応しい事例だと判断した．以下
では，まず，サンプルに用いる抗体医薬品の背景
を説明し，その上でサンプルデータセットの加工
方法について解説．その上で，検証に用いる各変
数の操作化について述べる．

1．抗体医薬品
抗体医薬品とは，バイオテクノロジーを用いて

作製される医薬品，いわゆるバイオ医薬品のひと

つである．抗体医薬品の原料である抗体は，元
来，生体内に存在し，特定の物質を抗原として認
識し特異的に結びつく性質を持つ物質である . こ
れを任意の抗原（疾患の原因となる分子）に結合
するよう，遺伝子組換え技術等を応用して作製
し，医薬品としたものの総称を抗体医薬品と呼
ぶ．抗体を医薬品に応用するという概念そのもの
は，はるか古くから存在したが（伊藤，2009），
1975 年のハイブリドーマ技術1）の確立により，
現実的なものとなった．抗体医薬品は，理論上は
副作用が少ないとされ，「魔法の弾丸」ともては
やされたが（Pisano,	2006），1986 年にジョンソ
ン・エンド・ジョンソン社によって初めて製品化
された抗体医薬品は，マウス由来のタンパク質を
原料としていたため，強い副作用が発生するなど
の問題を抱えており，医薬品としての承認が限定
された用途となってしまった．

しかし，1994 年にマウス由来のタンパク質が
30％以下に抑えられたマウス－ヒトキメラ型抗
体医薬品が FDA（米国医薬食品局）に承認され
ると，1990 年代後半には，いくつかの抗体医薬
品が相次いで FDA によって承認されることとな
った．1970 年代から 80 年代にかけて大学等の基
礎研究レベルで行われていた研究が，1990 年代
に入り企業によって実用化されたことで，後続の
抗体医薬品が次々に開発されることとなったので
ある．近年のバイオ医薬品の成長は著しく，市場
規模は急成長している（図 2）．

表 1　抗体医薬品に関する主な出来事

年
中心となった研究者
または企業

出来事

1975
Georges	Köhler,	
César	Milstein

ハイブリドーマ法の確立
※ 1984 年にノーベル生理学・医学賞受賞

1983 Shmuel	Cabilly マウス－ヒトキメラ型抗体作製技術の発明

1986
Gregory	Winter,	
Michael	Neuberger

ヒト化抗体作製技術の発明

1986 Johnson	&	Johnson 世界初のマウス抗体医薬品の発売

1994 Centocor/Eli	Lilly 世界初のマウス－ヒトキメラ型抗体医薬品の発売

1997 Roche ヒト化抗体医薬品の発売

出所：伊藤（2009）に一部加筆．※下線は企業名
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2．データセット
本項では，データセットの加工手順について述

べる．まず，サンプルデータは，Thomson	Re-
uters 社の Recap	IQ データベース2）から，1990
年から 2012 年までのライセンス提携のうち，抗
体医薬品に関する研究・開発に関連する（製造や
マーケティングは除く）ライセンス提携 2042 件
を抽出した．次に，当該期間に一度でも取引を行
ったライセンシーを抽出し，一意な個体 ID を付
与した上で，各個体 ID の観測年度ごとにライセ
ンス提携数をカウントし，それぞれのレコードに
付与した（ライセンス提携数が 0 件の観測年度に
は 0 を付与した）．その際の基本的な観測年度は
1993 年から 2012 年（理由は後述する）である
が，当該企業の設立年よりも前の年は観測年度か
ら除外してある（例えば，2000 年に設立された
組織であれば，2000 年から 2012 年までの観測年
度が存在する）．

また，観測期間中に行われた M&A に対して
は，次の処理を施した．本産業における M&A
のケースを大別すると，水平合併，吸収合併，買
収の 3 通りがある．水平合併のケースでは，合併
企業 A および合併企業 B の，合併年度の翌年以
降の観測年度をデータセットから除外し，代わり

に，水平合併によって新たに誕生した企業 C に
新たな個体 ID を付与した．後述する説明変数
は，企業 A および企業 B の値を合算し，企業 C
が引き継ぐ．吸収合併および買収のケースでは，
存続企業 D の ID のみ継続し，消滅企業 E の観
測年度は，翌年以降データセットから除外した．
後述する説明変数は，存続企業 D に消滅企業 E
の値を合算する．以上の処理を行った上での最終
的なレコード数は，8835 件（634 企業）となっ
た．

但し，前述したように，本データセットは，産
業内の組織をランダムに抽出したサンプルではな
く，抗体医薬品に関するライセンス提携を行った
組織を対象にしているため，一般的にはサンプ
ル・セレクションバイアスの可能性が懸念され
る．しかし，データセットを見る限り，少なくと
もライセンス取引件数が急増している 2000 年代
中盤以降には，殆どの主要な製薬会社がライセン
ス取引に参加していることから，特定の企業に偏
っている可能性は低い．このことを考慮に入れる
と，サンプル・セレクションバイアスの可能性を
完全には否定できないものの，深刻なバイアスが
生じている可能性は低いと考えられる．

図 2　抗体医薬品の売上高推移（全世界）

単位（百万ドル）
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3．被説明変数
ライセンス提携数
被説明変数には，知識の獲得能力の代理変数と

して，抗体医薬品のライセンス提携数を用いる．
これは，当該年度に新たに行われたライセンスの
提携数を集計している（累計しない）．本稿で定
義する知識の獲得能力は，「外部で生み出され
た，自社の戦略にとって重要な知識を認識し，そ
れを獲得する能力（Zahra	&	George,	2002）」で
ある．今日，世界中で販売されている抗体医薬品
のうち，76％が他社からライセンス導入されたも
のである事実3）を考慮に入れると本産業におい
て，組織外部の知識が如何に重要であるかが分か
るだろう．また，本産業において，企業がライセ
ンスを導入するには，①企業が持つ独自のコネク
ション（原，2004；Pisano,	2006）と，②その価
値の重要性を認識・評価することが必要である

（Pisano,	2006）．
例えば，日本企業の抗体医薬品への取り組みが

遅れたことはよく知られているが（高鳥他，
2009），片岡（2010）は，この理由を「ポテンシ
ャルを見誤ったため」と指摘している．このよう
に，バイオテクノロジー産業では，その知識の価
値が分からなければ，ライセンス取引に参加しな

い可能性が高いことはある程度裏付けられてい
る．

以上のことから，ライセンス提携数は，本稿で
定義する「知識の獲得能力」の代理変数として適
切であると考える．

4．説明変数
ネットワークポジション
ネットワークポジションには，他の組織に対す

る距離が近いほど知識へのアクセス可能性が高ま
るという考え方に基づき，近接中心性（closeness	
centrality）を用いる（Gulati,	1999）．近接中心
性は，ネットワークのそれぞれのノード（組織）
から他のノードまで，いくつの紐帯を経由するの
かという距離（パス長）が短いほど，より中心に
位置するとみなす考え方である．例えば，当該ノ
ード i の近接中心性は，i を除く全てのノードの
数を i から他の全てのノードへの距離（パス長）
の総和で除した値によって求められるため，近接
中心性の値が大きいほど，他のノードへの距離が
短いことを意味する．なお，ネットワークを構成
するノード間の繋がりには，抗体医薬品のライセ
ンス提携を用いるが，紐帯の重み付けは行ってい
ない4）．

図 3　モノクローナル抗体の米国特許出願件数推移

出所：RecapIQ データベースを基に筆者作成
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二者間の提携の連なりをネットワークとして捉
える考え方は，ネットワーク分析の嚆矢となっ
た，Powell	et	al.（1996）や Gulati（1999）と同
様であるが，ネットワークを構成する組織間の繋
がりには，企業間の提携の他にも，一般的には特
許の共同出願，役員の派遣などの公式的な繋がり
から，同じ学会への参加，同じ研究室の出身，研
究者の転職などの非公式的な繋がりまで，様々な
ものが考えられる．しかし，本稿では，特定技術
のライフサイクルの進行を捉える必要があるた
め，当該技術に関する繋がりのみを抽出して，ノ
イズが混入する可能性を低くする必要がある．抽
出可能な特定の技術に基づく繋がりのうち，本産
業における企業間での特許の共同出願が少ないこ
とを踏まえ，抗体医薬品のライセンス提携を企業
間の繋がりに用いた．

また，t 年の時点における組織間の繋がりをい
つの時点まで遡って集計するかという問題につい
ては，バイオテクノロジー産業における提携の平
均年数が 3.91 年であること（Lerner	&	Merges,	
1998）を踏まえ，t 年を含む過去 4 年間としてい
る5）．

なお，近接中心性の計算に際しては，経営学分
野のネットワーク分析に頻繁に利用される著名な
ソフトウェアである Pajek（ver.	2.05）を使用し
た．
関連知識の蓄積
過去の関連知識の代理変数として，抗体医薬品

の原料であるモノクローナル抗体の特許を用い
る．具体的には，各組織の 1990 年から t 年まで
の米国特許出願件数の累計を，t 年における累計
特許出願数としてカウントする．

関連知識の代理変数には，研究開発集約度（研
究開発費を売上高等で除した値）が用いられるこ
とが多いが，この方法を採用した場合，多角化企
業など，複数の技術に投資をしている場合にノイ
ズとなる懸念が生じるため，よりノイズの少ない
特許出願件数を用いた（Mowery,	Oxley,	&	Sil-
verman,	1996）．さらに，知識の量を測る指標と
しては，特許の件数ではなく，被引用件数を用い
るべきという指摘も見られるが，特許が公開され

てから引用されるまでにはタイムラグが生じてし
まう（犬塚・渡部，2014）．その点，特許出願件
数であれば，多くの場合，出願の直前まで研究を
行っていたと考えられることから，当該技術に対
する知識の蓄積行動を時系列で捉えるパネルデー
タの説明変数に相応しいと考える．

また，表 1 で示したとおり，抗体医薬品に関す
る研究は，基礎研究レベルでは，1970 年代より，
主に大学や政府系研究機関等によって行われてき
たが，民間企業レベルでの特許出願は，殆どが
1990 年代に入ってからである．加えて，サンプ
ルデータセットのライセンサーには，大学や政府
系研究機関等が多く含まれるが，ライセンシーは
ほぼ全てが民間企業である．以上を踏まえ，特許
の取得期間を 1990 年からとすることは妥当だと
判断した．
ライフサイクルの進行度
ライフサイクル進行の代理変数として，産業全

体のモノクローナル抗体の特許出願数の累計を用
いて，先に挙げた 2 つの説明変数との交互作用効
果を検証する．

ライフサイクルの進行により，技術的不確実性
が減少していくことに言及した Adner	&	Kapoor

（2010）では，産業の成熟に伴う技術的不確実性
の低下と補完的イノベーターへの垂直統合との関
係を検証するために，技術成熟度（technology	
maturity）という概念を導入して，主効果とな
る変数に対するライフサイクルの進行の交互作用
効果を検証しており，本稿でも同じアプローチが
可能であると考える．

但し，Adner	&	Kapoor（2010）では，技術成
熟度の代理変数に，当該技術の上市初年度からの
経過年数が用いられている．この方法を用いた場
合，技術的不確実性は毎年同程度減少するという
解釈ができてしまい，産業における当該技術の実
態を正確に捉えることができているかという点に
おいて疑問が生じる．そこで本稿では，ライフサ
イクルの分析に最も一般的に用いられている，特
許 出 願 件 数 を 採 用 す る（Gao,	Porter,	Wang,	
Fang,	Zhang,	Ma,	Wang,	&	Huang,	2011）．
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6．推計モデル
以上の説明変数を用いて，それぞれの変数の影

響を，1 年のタイムラグを置く固定効果モデルに
より推計した．すなわち，t 年において登場する
全ての組織の説明変数（t）が，t+1 年における
被説明変数（ライセンス提携数）にどのような影
響を与えるかという推計である（ネットワークポ
ジションは t 年を含む過去 4 年を集計しているた
め，t ≧ 1993 かつ t ≦ 2011 となる）．分析にあた
っては，SPSS（ver.	22）を使用し，被説明変数
が正規分布をしておらず，ゼロ以下の値を取らな
いことから，負の二項分布による推計を採用し
た．

なお，説明変数に企業規模を統制する変数
（R&D 費用，売上高等）が含まれていない点につ
いて補足をしておく．サンプルデータに含まれる
634 件の企業には非上場企業が多く含まれている
ため，これらのデータの取得が困難であった．こ
の問題に対しては，パネルデータによる固定効果
モデルを用いることにより対処を図っている．パ
ネルデータによる固定効果モデルであれば，観測
単位（企業）間の違いがある程度取り除かれ，観
測単位内の異時点の変化量に対する影響を測定で
きるためである（犬塚・渡部，2014）．

ここでの目的は，仮説の確からしさを検証する
ことにある．以上の対処により，検証結果に致命
的な問題が生じている可能性は回避されていると

考えられることから，目的は達成可能であると判
断した．

Ⅳ．推計結果

推計結果は表 3 にまとめられている．モデル
（1）は，交互作用を用いない（すなわち，ライフ
サイクルの進行による影響を考慮しない），主効
果のみを推計したモデルである．

ネットワークポジションは，ライセンス提携数
に有意な正の影響を与えており，仮説 1a は支持
された．同様に，関連知識の蓄積もライセンス提
携数に有意な正の影響を与えており，仮説 1b も
支持された．

モデル（2）は，ネットワークポジションと関
連知識の蓄積の 2 つの変数の影響が，ライフサイ
クルの進行と相まって，どのように変化するのか
を検証したものである．「ネットワークポジショ
ン* ライフサイクルの進行度」は，有意な正の相
関を示している一方で，「関連知識の蓄積* ライ
フサイクルの進行度」は有意な負の相関を示して
いる．

次に，ネットワークポジションとライフサイク
ルの進行度，および，関連知識の蓄積とライフサ
イクルの進行度がどのように影響しあっているの
かを単純傾斜により検定する．但し，ライフサイ
ク ル の 進 行 度 は 連 続 変 数 の た め，Cohen	&	

表 2　相関係数と記述統計

平均値 標準偏差 最小値 最大値 （1） （2） （3） （4） （5） （6）

（1）ライセンス提携数（t+1） 0.210 0.580 0.00 9.00 1

（2）	ネットワークポジショ
ン（t）

3.400 16.142 0.00 444.00 0.183 1

（3）関連知識の蓄積（t） 0.002 0.005 0.00 0.07 0.198 0.26 1

（4）	ライフサイクルの進行
度（t）

5857.960 2289.414 1348.00 8899.00 0.008 -0.03 -0.03 1

（5）	ネットワークポジショ
ン* ライフサイクルの進
行度

23140.907 124641.301 0.00 3951156.00 -0.027 0.05 -0.05 0.15 1

（6）	関連知識の蓄積* ライフ
サイクルの進行度

11.570 26.577 0.00 409.24 -0.028 -0.05 -0.04 0.08 0.45 1

N＝8835．
注：分析時には各変数に対して中心化処理を施した値を用いているが，ここでは中心化前の値を掲載する．
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Cohen（1983）によって提唱されている方法で層
別化を行う（Rothaermel	&	Deeds,	2004；Tsai,	
2001）．すなわち，ライフサイクルの進行度の平
均に対する -1SD（標準偏差）をライフサイクル
の早期，+1SD をライフサイクルの後期とする方
法である．

ネットワークポジションとライフサイクルの進
行度の交互作用をまとめた図 4 では，ライフサイ
クルの早期よりも，ライフサイクルの後期の方が
大きな傾きを示している．このことから，ライフ
サイクルが進行すると，知識の獲得能力に対する
ネットワークの中心的なポジションの影響力は大
きくなることが示唆され，仮説 2a は支持され
た．反対に，関連知識の蓄積とライフサイクルの
進行度の交互作用をまとめた図 5 では，ライフサ
イクルの早期よりもライフサイクルの後期の方が
小さな傾きを示している．このことから，ライフ
サイクルが進行すると，知識の獲得能力に対する
関連知識の蓄積の影響が小さくなることが示唆さ
れ，仮説 2b も支持された．

Ⅴ．ディスカッション

前節で示したように，ネットワークの中心的な
ポジションが知識の獲得能力に与える影響は，ラ
イフサイクルが進行すると大きくなり，関連知識
の蓄積が知識の獲得能力に与える影響は，ライフ

表 3　固定効果モデルによる推計結果

（1） （2）
係数 標準誤差 係数 標準誤差

ネットワークポジション 93.41871*** 3.48921 96.124679*** 3.407649

関連知識の蓄積 0.00688*** 0.00213 0.011407*** 0.003118

ライフサイクルの進行度 0.00016*** 0.00003 0.000134*** 0.000033

ネットワークポジション* ライフサイクルの進行度 - - 0.006933*** 0.001417

関連知識の蓄積* ライフサイクルの進行度 - - -0.000003*** 0.000001

YEAR ダミー included

定数 1.15178 2.06061 -0.123351 2.000132

AIC 43233.256 43093.146

N＝8835．*p<0.1；**p<0.05；***p<0.01.
注 1：YEAR ダミーは調整済みだが記載を省略した．
注 2：交互作用による多重共線の影響を避けるために，各変数には中心化処理を施している．

関連知識の蓄積
ライフサイクル後期
ライフサイクル早期
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図 5　関連知識の蓄積とライフサイクルの進行度の交互
作用効果

図 4　ネットワークポジションとライフサイクルの進行
度の交互作用効果
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サイクルが進行すると小さくなることが明らかに
なった．

先にも述べたとおり，抗体医薬品の実質的な実
用化が実現したのは 1994 年である．その後，
1990 年代後半から 2000 年代前半にかけて，複数
の抗体医薬品が相次いで上市された．また，図 3
が示すとおり，特許の出願件数は 2002 年をピー
クにほぼ減少を続けており，専門家の中には，新
たな物質は探索し尽くされたという見方もあ
る6）．反対に，ネットワークへの参加者は，1999
年を境に急増し，2000 年代後半まで増加を続け
ている（図 6）．つまり，2000 年前後を境にし
て，産業における技術的不確実性が大きく減少し
た可能性が高く，そのことが，ネットワークへの
参加者の増加をもたらした要因となったと考えら
れる．その結果，既にネットワークの中心的なポ
ジションを占めていた企業ほど，知識獲得の機会
が高まり，ネットワークの中心的なポジションの
影響力が高まったと推測される．他方の関連知識
の蓄積は，技術的不確実性の低下により，産業内
の各組織が押し並べて当該技術に関する知識の価
値を認識，ないしは評価できるようになったこと
から，ライフサイクルの早期と比較して，相対的

に影響力が低下したと考えられる．
バイオテクノロジー産業をはじめとしたハイテ

ク産業では，新興技術が次々に生み出されるた
め，ある時期に複数の新興技術と既存技術が併存
する可能性が十分に考えられる．それらの技術の
どれに対して，いつ投資を行うべきかを適切に判
断することは困難であるが，企業はそれに適応し
なければならない．この事を踏まえると，本稿の
検証結果は次のような含意を持つだろう．

先行研究は，新興技術と既存技術に対する知識
の内部調達（internal	sourcing）と外部調達（ex-
ternal	sourcing）の資源配分の重要性を指摘して
い る（Rosenkopf	&	Nerkar,	2001；Rothaermel	
&	Alexandre,	2009）．この 2 つの関係を，本稿で
議論してきた知識の内部蓄積と外部からの獲得の
関係と捉えれば7），この両者への資源配分は，単
に新興技術や既存技術という二元論で捉えるので
はなく，技術のライフサイクルの進行という環境
変化に適応させていくことが求められるといえる
だろう．

なぜならば，本稿の検証結果は，外部の知識が
イノベーションに重要な意味を持つ産業におい
て，ある技術が起こった時，短期的に見れば，内

図 6　検証に用いたネットワークの時系列の変化
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部知識の蓄積が外部知識の獲得に影響を与える一
方で，より長期的に見れば，過去のネットワーキ
ングによる中心的なポジションが外部知識の獲得
に影響を与えることを示しているからである．換
言すれば，技術のライフサイクルの早期には，知
識の内部蓄積と外部からの獲得のどちらに対して
も資源配分が必要である一方で，技術のライフサ
イクルが進行し，不確実性が低下する局面では，
知識の内部蓄積への資源を，別の新たな技術のラ
イフサイクルへ配分していくことが有効であると
示唆されるのである．

今後は，こうした技術のライフサイクルの進行
による，内外の知識への資源配分のマネジメント
が，組織のイノベーションの創出や，パフォーマ
ンスにどのような影響を与えているかといった分
析が必要であろう．その点は今後の研究課題とし
たい．

Ⅵ．おわりに

本稿では，外部知識の獲得に影響を与える先行
要因として先行研究が議論してきた，ネットワー
クポジションや組織内部に蓄積された知識の影響
力がライフサイクルの進行によってどのように変
化するかを，バイオテクノロジー産業の長期に渡
るパネルデータを用いて検証してきた．

このような検証がこれまで行われてこなかった
背景には，ライフサイクルの進行を操作化するこ
とや，適切なデータセットの入手が困難であった
という事情が存在したと推測される．本稿では，
抗体医薬品という大きなパラダイム変化（井上，
2009）にフォーカスしたことで，こうした検証
が可能となった．

最後に本稿の課題を挙げておく．まず，本稿に
よる検証結果は，バイオテクノロジー産業という
個別の産業に依拠するものであるため，一般化可
能性，すなわち他産業に当てはまるかどうかにつ
いては，別途検討を要するという点が挙げられ
る．また，単一の技術ライフサイクルを切り取ら
なければならない方法論の制約上，検証を行った
企業が同時期に行っていた他の技術の提携による

影響を考慮に入れることができていない．また，
ライセンス提携によって獲得した知識が，その後
の企業のパフォーマンスにどのように寄与したの
かといった点についても本稿の議論の範囲からは
除外している．特に，後者 2 つの課題は，先に挙
げた今後の研究課題とともに，筆者自身が今後取
り組むべき課題として認識していることを付け加
えておく．
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注
1）　ハイブリドーマ技術の確立以前は，動物の抗原で免疫する

方法でしか抗体を取り出せず，複数の抗原を認識する多ク
ローンな抗体であったため，医薬品としての利用がかなり
限定されていた．ハイブリドーマ技術により，単一クロー
ンの抗体を取り出せるようになった．一般的に，多クロー
ンの抗体をポリクローナル抗体，単一クローンの抗体をモ
ノクローナル抗体と呼ぶ．

2）　当該データベースは，① SEC（米国証券取引委員会）に
提出された報告書，②バイオテクノロジー企業（以下，バ
イオ企業）および製薬企業のプレス・リリース，③投資家
向け説明会等でのプレゼンテーション資料等，からバイオ
メディカル関連のアライアンス情報を抽出し，データベー
ス化したものであり，経営学分野のバイオテクノロジー産
業に関する調査でも多く用いられているデータベースであ
る．

3）　筆者調べ．Evaluate	Pharma データベースでは，医薬品毎
にライセンスホルダーとオリジネイターを調べることがで
きる．ライセンスホルダーとオリジネイターが同一なケー
スは，上市済みの抗体医薬品 34 品目のうち，8 品目のみ
であった（バイオ後続品除く）．

4）　犬塚・渡部（2014）では，本稿と同様にネットワーク変数
を説明変数に用いた分析を実施する際，紐帯に重み付けを
するのは適切ではないと説明している．

5）　検証の際には，3 年のケース，5 年のケースも施行したが，
結果はほぼ同様であった．ここでは，先行研究が明確に示
す数字に基づいて 4 年を採用した．

6）　Nature（2011 年 6 月 30 日 号 ）http://www.natureasia.
com/ja-jp/nature/ad-focus/detail/110630/2（最終アクセ
ス日 2014 年 11 月 2 日）．

7）　Rosenkopf	&	Nerkar（2001），Rothaermel	&	Alexandre,
（2009）では，内部調達（internal	sourcing），外部調達
（external	sourcing）という用語が用いられているが，本
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稿で用いている内部蓄積と外部からの獲得と同じ文脈で用
いられている．
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