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製薬企業におけるR&D拠点の対外的 • 
対内的交流とR&D成果への認識

浅川

中村

和宏*1 

洋*2 

本論文では製薬企業のR&D成果をもたらす諸要因を多面的に検討している。特に、 R&D拠点(ラボ)が行う大学や研
究機関やその他企業などとの対外的交流および社内の他のラボとの交流が、ラボのR&D成果にいかなる影響を及ぼすかに
分析の焦点を較った。 R&D成果を多面的にとらえることにより、基礎研究、特許、臨床開発いずれかの目的かにより、こ
うした要因の効果も変わることを明らかにした。たとえばラボの基礎研究成果のためには現地の大学との密度の高い交流
が高い効果を与えることや、臨床という下流活動の成果には社内他ラボとの知識の交換が有効なことが判明した。これら
の結果は、アンケート調査と同時に行ったフィールドワークから得られた定性データからの知見とも照らし合わせて検討
した。

キーワード :R&D成果、認識、対外的交流、対内的交流、コラボレーション、製薬企業

1 .はじめに

本研究の主題は、製薬企業の研究開発 (R&D)

の成果に及ぼす諸要因の実証分析である。とりわ

けR&D拠点(以下、ラボと称する)のもつ社外

および社内との関係性のあり方の与える影響に注

目した実証研究は意外に少ない。我々は、少なく

とも以下の二つの理由から、ラボの有する対外

的・対内的交流のR&D成果に及ぼす影響の重要

性に着目した。第一に、 R&Dのような急進的イ

ノベ}ションを伴う活動においては、すべてを自

社内もしくは自ラボ内でまかなう自前主義は有効

ではなく、特に生命科学・バイオのR&Dのよう
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に先行投資が膨大で不確実性の高い分野ほどその

傾向は強い 1)。外部の大学、研究機関、そして製

薬企業、ベンチャー企業などとのR&Dコラボレ

}ションは、もはや不可欠となった 2-4)。第二に、

R&D遂行上重要なナレッジは何も社外にのみあ

るわけではない。社内の他のラボとの交流は、新

たなナレッジの獲得のみならず、社内で活用する

うえでも重要な営みである。新たに獲得した経営

資源と既存のものをいかに有効に組み合わせ、融

合できるかが、企業にとってのイノベ}ション創

造の鍵である 5)。

さらに本研究では、いくつかのラボの属性の影

響をも調べている。すなわち、 R&Dにおける各

ラボの研究 (R)の比率、そして日本企業か欧米

企業かの違いの影響である。こうした諸側面がラ

ボのR&D成果にどのような影響を及ぼすのだろ
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うか。

その際、一口にR&D成果といっても、細かく

見ればその成果のタイプは様々である。そこで、

我々はR&D成果をより多面的にとらえてみた。

すなわち、基礎研究、特許取得、臨床開発の何を

指すかにより、その成果に対する貢献要因も異な

ると考えたからである注10

なおR&D成果に影響を及ぼす要因についての

既存研究に対し、本研究の特徴として以下の3点

が挙げられる。第一に、本研究ではR&D成果を、

成果に対する製薬企業自身の認識に基づいて評価

している。特許による評価の有効性を認識しつつ

も、我々のねらいは成果に対する企業自身の自己

認知を尺度として採用することにより、特許デ}

タの分析のみでは把握しきれない成果の要素を包

括的に取り込むことにある。その意味では特許を

従属変数とする多くの既存研究6)に対する補完的

位置づけといえよう。第二に、本研究では特定の

段階(たとえば臨床開発段階に焦点を当てR&D

プロセスにおける組織能力に着目した桑島 (1999)

など)7)ではなく基礎研究から臨床までの多段階

成果を幅広く扱っている。第三に、 R&D成果へ

与える影響要因も、内的および外的な交流のいず

れかではなく両方を取り上げている。これらの意

味で、本研究は既存研究に対し補完的であると位

置づけられる。

本研究の構成は以下の通りである。第2節では、

理論フレームワークについて述べる。第3節でデ

ータと方法論につき記述した後、第4節で仮説検

証と考察を行う。第5節で、まとめと本研究の限

界について言及する。

2.理論フレームワーク

( 1 )対外的交流のあり方と円&0成果

イノベーション・クラスターにおけるインサイ

ダーのメリットがよく指摘される。シリコンバレ

ーにおけるクラスターのインサイダーは、資金、

人材、および知的資産を獲得しやすい 8)。要素条

件、需要条件、政府の施策、競争環境が整った場

所にある企業ほど競争戦略上有利であるとされる

が9)、イノベ}ション・クラスターの内部ほどそ

うした要件が備わっていると考えられるlヘ外部

研究コミュニティーにおけるインサイダ}となる

ことにより、そこにおける社会的資産 (Social

Capital)を共有し、重要な財的、人的、知的資産

を得ることが可能となるlト 13)。我が国においても

イノベ}ションにおける「場」の重要性も指摘さ

れている100 そして、知的資産などへのアクセス

は特に現地コミュニテイ}におけるネットワーク

への埋め込み (embeddedness)の強度に影響さ

れるという l九海外ラボからのナレッジ吸収時に

はとりわけ現地との対外的リンケージが重視され

る傾向にある16)。よって、以下の仮説が構築され

る。

仮説倣の一定条件の下ず、ラポの対外的

交流はラポのR&D成果に正の影響

を及ぼす。

(2)対内的交流のあり方とR&O成果

外部から獲得した知的資産も、社内でうまく活

用してこそR&D成果につながる。しかし一つの

ラボ内にその知的資産をとどめていてはその価値

も企業全体として十分に発揮されない。社内の他

のラボとの交流によりシーズとニ}ズが結合さ

れ、新たなイノベーションを生む可能性が高まる。

新たな知識の応用可能性を見極めるには、潜在的

ユーザ}との交流は不可欠である1710 あるいは他

のラボとの問での知的資産の組み合わせにより新

たな知の創造が生まれる可能性もある18)。さらに

は、新たな知的資産の源泉はなにも社外に限らず、

社内の他のラボ等から必要な知的資産を獲得する
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こともありうる。またグロ}パルR&D活動にお

いて、海外ラボで獲得したナレッジを社内で活用

するには、なによりも社内の他のラボや他部門と

のリンケージが最も有効であることも確認されて

いるl九これらの理由から、次の仮説が構築され

る。

仮説2:1訟の一定条件の下ず、 ラボの対内的

交流はラボのR&D成果に正の影響

を及ぼす。

3.データと方法論

( 1 )データ

国内外の製薬企業のラポ向けにR&Dの対外

的・対内的コラボレーションがR&D成果にどの

程度効果を及ぼしているかに関するアンケ}ト調

査を2003年度に実施した。内外ラポ合計で62の有

効回答を得た。その内訳は日本企業32、海外企業

それぞれ30で、あった。

サンプル選定方法は次のとおりであった。日本

および欧米の研究開発型製薬企業をそれぞれ売り

上げ規模上位20社ずつ選定し、各社の主要R&D

拠点宛にアンケート調査票を送付した。日本企業

の場合、アンケート調査回答を日本製薬工業協会

参加企業の中から選定し、 20社中18社 (9割)、 55

ヶ所中32ラボの協力を得た(回答率56%)。欧米

企業の場合、 Scrip掲載の世界製薬企業ランキン

グ20)からサンプル(128ラボ)を選定し、 14社

(7割)、 30ラボ (23.4%)の協力を得た。ラボレ

ベルでの回答率は23.4%だが注2、企業レベルでは

7割をカパ}したことになる。アンケート調査票

は圏内の場合、協力企業の研究開発本部を通して

各研究所へ転送してもらった。そして各R&D拠

点内のR&D統括責任者の立場の方に回答を依頼

した。また欧米企業の場合、本国のR&D本部か

ら直接の調査協力を得ていなかったため、こちら

で調べたラボの所在地を元に、直接各ラボの所長

宛に送付した。ここでも国内の場合同様、各R&

D拠点内のR&D統括責任者の立場の方に回答を

依頼した。特に海外の場合、回答率が当初低かっ

たため、インセンティブをつけて数回にわたりア

ンケ}ト票を送付した。

(2)変数の要約

本アンケ}トは上記の仮説を念頭にデザインさ

れた。従属変数と独立変数、およびコントロ}ル

変数を以下要約する削。

①従属変数

本研究では、ラボの内外交流が、「基礎研究」、

「特許」、「臨床開発」というR&D成果にどの程度

貢献するかを調べる。アンケ}ト調査では、従属

変数であるそれぞれのR&D成果に対する回答者

の認識を、 1(最低)から 5 (最大)への 5段階

リッカート尺度にて測定した。その際、我々はラ

ボの対外的交流、対内的交流それぞれに関し、そ

れらのR&D成果への貢献を測定した。したがっ

て、ここでは対外的交流、対内的交流それぞれに

対応した従属変数を用いている。

②独立変数

対外的交流に関しては「現地大学との共同研

究」、「現地大学とのアライアンス」、「外部組織と

の非公式な人的交流」、「外部学会での研究者レベ

ルの交流J、「現地研究機関との共同研究」、「現地

製薬企業との共同研究」という質問項目に関する

デ}タを収集、分析し、 3つの因子に収束した

(Eigenvalue> 1，累積58.0%、主因子法、パリマッ

クス回転)。第一因子は「大学とのコラボレーシ

ョンJ、第二因子は「外部との非公式な人的交流」、

第三因子は「その他機関・企業とのコラボレーシ

ョンjとなった(表1a参照)。
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対内的交流に関しては「社内他ラボからの知識

の吸収J、「社内他ラボへの知識の移転」、「社内他

ラボとの人事ローテーション」、「社内他ラボとの

共同プロジ、ェクトの実施」、「社内他ラボとの聞で

の相互訪問」という質問項目に関するデ}タを収

集、分析し、 2つの因子に収束した (Eigenva1ue>

1，累積65.8%)。第一因子は「社内の知識の交換」、

第二因子は「社内の人的交流」となった(表 1b 

参照)。

なお、「大学とのコラボレ}ションJ、「社内の

知識の交換」については信頼性分析をクリアして

おり、クローンパック αも.70のレベルを超えてい

る(表 1c参照)。その一方、「外部との非公式な

人的交流」、「その他機関・企業とのコラボレーシ

ョン」、「社内の人的交流」に関してはクローンパ

ック αがそれぞれ.62，.59， .57と低く.70に満たず、

尺度の信頼性に問題ないとはいえない。しかし、

デ』タ収集の困難さから、質問項目数を必要最小

限に抑えたこともあり、この点はまさに今後の課

題であろう。

③コントロール変数

以下の項目をコントロール変数とした。

「研究 (R)比率J:ラボの全プロジ、ェクト(研

究および開発)に占める「研究」プロジ、ェクトの

おおよその比率を表す。対外、対内交流のR&D

表1a 対外的交流に関する因子分析

H 

外部との非公式な
人的交流

表1b 対内的交流に関する因子分析

社内他ラボとの共同プロジェクトの

社内他ラボとの間での相互訪問

表1c 独立変数:因子の信頼性分析

構成 クローンパックα 項目
大学とのコラボレーション .72 2 
外部との非公式な人的交流 .62 2 
その他機関・企業とのコラボレーション .59 2 
社内の知識の交換 .76 2 
社内の人的交流 .57 3 

N 

53 
58 
56 
57 
57 

IE 

その他機関・企業との
コラボレーション

項目間相関

.57 

.45 

.42 

.61 

.30 
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成果に与える影響はラボの属性としての研究比率

により影響をうけると判断した。

「本国籍J 本研究では日本企業と欧米企業の

両方を調査対象としている。対外、対内交流の

R&D成果に与える影響はどこの国の企業かによ

り影響をうけると判断した。実際、我々のサンプ

ルでは、日本企業については日本国内の研究所に、

欧米企業に関しては海外の研究所を調査対象とし

ている。そこでダミー変数を作成し、 1=日本企

業、 0=その他(欧米企業)とした。

(3)分析方法論

上記の諸変数をもとに、ここでは2種類の分析

方法を用いた。

順序ロジット (orderedlogit)回帰分析:ここ

での従属変数は順序尺度であるリッカートスケ}

ルであるため、順序ロジット分析を採用した。こ

の手法は多項ロジスティック分析と比してもパラ

メ}ターがより簡素 (parsimonious)なうえ、従

属変数であるR&D成果に対する評価レンジを反

映させることができる21，2九したがって、本稿で

もその慣行にならい、まずこの方法で分析する。

二項ロジスティック (binomia11ogistic)回帰分

析:その一方で、ここでは二項ロジスティック回

帰分析をあわせて行った。これは今回のように従

属変数がカテゴリカル尺度で独立変数が数値デー

タの場合に適した分析法とされる。従属変数の 5

件法リッカートスケールの回答の度数分布状況を

確認の上、概ね成果を挙げている場合 (4と5) 

とそれ以外(1、 2、3)の場合とで区切るのが

対比に最も効果的であると判断し、「大きな成果」

を表わす4と5を括り、カテゴリ -1とした。そ

れ以外の回答(すなわち 5件法リッカートスケー

ルの 1から 3までの回答)をひと括りにし、カテ

ゴリ -0とした。そしてカテゴリー 1への貢献要

因を検討した。ここでの結果と順序ロジット分析

の解と比較検討することにより、方法論の厳密性

(robustness)を高めることに努めた。

(4)フィールドワークによる定性データを

用いたトライアンギュレーション

我々はあわせて日米欧製薬企業へのインタビュ

ー調査を行った。日本の製薬企業7社、米国製薬

企業2社、欧州製薬企業6社の研究開発本部を訪

問し、各社のR&Dの対外的、対内的交流状況と

そのR&D成果への貢献についてインタピ、ユーを

行った。定性調査はより大きなプロジェクトの一

環として行われたが、本論文に関連した部分にお

いては、我々はアンケート調査の設聞をデザイン

する段階で幅広くフイ}ルドワークを行い、設聞

を絞り込んだ。またアンケート分析結果の解釈時

にあらためてフィールド調査に出かけ、我々の実

証結果のリアリテイ}チェックを試みた。つまり、

同一の研究設問に対し別の手法を用いて検討する

トライアンギュレーション23)を可能な限り試み

た。

4.研究結果の概要

( ， )記述統計

表28は変数・因子聞の相関係数を示したもの

である。これからもわかるように、一部の例外を

除き変数・因子聞にほとんど有意な相関関係はみ

られず、多重共線性の問題はない。念のために重

回帰モデルにおいてVIF(value inflation factor) 

の検定を行ったが、すべて1.099以下のレベルに収

まっており、まったく問題はなかった。また、表

2bは因子分析前の各変数の記述統計一覧である。

ここでは、「社内他ラボとの共同プロジ、エクト実

施J(5件法平均4.6，SDO.678)がもっとも高い平

均値を示し、反対に「現地製薬企業との共同研究」

(5件法平均2ぶSD1.32)もっとも低い平均値を示
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していることがわかる。ちなみに、これらの諸項

目における日本企業と欧米企業の回答の平均値の

差を検定したが、 5%水準ではすべての項目につ

いて、両者の間に有意な差はみられなかった。

(2)仮説検証

①対外的交流のR&D成果への影響

対外的交流として「大学とのコラボレーショ

ン」、「外部との非公式な人的交流J、「その他機

関・企業とのコラボレ}ション」の 3因子が抽出

されたが、そのうち「大学とのコラボレーション」

はやはり「基礎研究成果J(pく0.01の水準)およ

び「特許」取得 (p<O.01)にプラスに貢献してい

ることがわかった(表3aを参照)114。ちなみに

この結果は順序ロジット回帰によるものである

が、この傾向は二項ロジスティック回帰分析でも

同様であった(有意水準はそれぞれp<O.l， pく

0.01であった)山(表3bを参照)。このことは予

想通りの結果で、あった。一方で、臨床といったよ

り下流のR&D活動においては、係数は正である

ものの統計的優位水準に達しておらず、大学との

コラボレーションは成果に結びついていないこと

がうかがえる。

また、 JII員序ロジット解析においては「その他機

関・企業とのコラボレ}ションjは基礎研究成果

にはマイナスの影響を及ぼしていたが (pく0.1)， 

それはやはり基礎的科学技術研究は民間企業その

他よりも大学とのコラボレーションが大事である

ことを再確認したものといえる。二項ロジスティ

ック分析においても、「その他機関・企業とのコ

ラボレーションJの基礎的科学技術研究への影響

は統計的に有意でなく注6、「基礎的科学技術研究

は民間企業その他よりも大学とのコラボレーショ

ンが大事」であると厳密性 (robustness)をもっ

表2a 変数および因子間相関係数と記述統計

平均 SD N l 2 3 4 5 6 
1.基礎研究比率 .64 .32 54 1.00 
2.大学とのコラボレ}ション(因子) .00 .93 52 .12 1.00 
3.外部との非公式な人的交流(因子) .00 .85 52 .13 .05 1.00 
4.他機関・企業とのコラボレーション(因子) .00 .84 52 .00 .08 .04 1.00 
5.社内の知識の交換(因子) .00 .96 57 .19 -.16 .35*事 .00 1.00 
6.社内の人的交流(因子) .00 .89 57 .09 .14 -.10 .08 .00 1.00 

有意水準:叫pく0.01;柿 p<0.05;'p<O.l 

表2b 個別変数(因子分析の元データ)の記述統計

因子 個別変数 平均 SD N 

大学とのコラボレーション 現地大学との共同研究 3.37 1.219 57 
現地大学とのアライアンス 3.56 1.058 54 

外部との非公式な人的交流 外部組織との非公式な人的交流 3.97 0.878 58 
外部学会での研究者レベルの交流 4.44 0.794 59 

その他機関・企業とのコラボレーション 現地研究機関との共同研究 2.88 1.24 57 
現地製薬企業との共同研究 2.3 1.32 56 

社内の知識の交流 社内他ラボからの知識の吸収 4.46 0.629 57 
社内他ラボへの知識の移転 4.35 0.876 57 

社内の人的交流 社内他ラボとの人事ロ}テーション 3.3 1.052 57 
社内他ラボとの共同プロジェクトの実施 4.6 0.678 57 
社内他ラボとの間での相互訪問 4.25 0.786 57 
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表38 対外的交流の影響(順序ロジ‘ツ卜回帰分析)

従属変数 基礎研究成果 特許 臨床

R比率 0.817 0.013 -2.337*府申

(1.066) (0.857) (0.911) 

日本/欧米企業 -2.284*** 同0.348 0.691 

(本国籍ダミー) (0.864) (0.568) (0.568) 

大学とのコラボレーション 1.477*料 1.236*指彬 0.284 

(0.442) (0.346) (0却 5)

外部との非公式な人的交流 0.370 0.187 0.602事

(0.413) (0.343) (0.352) 

他機関・企業とのコラボレ}ション -0.818* 0.361 0.152 

(0.419) (0.323) (0.315) 

N 48 48 47 

-2対数尤度 65.078 121.266 133.273 

カイー乗 23.054本** 16.475ホ** 7.494 

自由度 5 5 5 

擬1tJ.R2 (COX & Snell) 0.381 0.291 0.147 

擬似R2 (NagelKerke) 0.454 0.308 0.155 

擬似R2 (McFadden) 0.262 0.120 0.053 

( )内は標準誤差 (s.E.) 
有意水準:附 p<O.Ol;榊 p<0.05;• p<O.l 

表3b対外的交流の影響(二項目ジスティック回帰分析)

従属変数 基礎研究成果 特許 臨床

R比率 0.986 0.289 -1.830' 

(1.659) (1.165) (1.037) 

日本/欧米企業 ー0.194 -0.377 0.856 

(本国籍ダミー) (1.244) (0.710) (0.660) 

大学とのコラボレーション 1.015* 1.397ホ*ホ 0.297 

(0.527) (0.521) (0.353) 

外部との非公式な人的交流 0.981 0.317 0.360 

(0.651) (0.500) (0.422) 

他機関・企業とのコラボレーション -1.035 0.485 0.336 

(0.663) (0.436) (0.367) 

定数項 1.960 -0.278 1.291 * 

(1.202) (0.850) (0.726) 

N 48 48 47 

カイ二乗(オムニパス) 11.304*' 13.743** 5.341 

カイー乗 (H&L検定) 7.971 3.974 10.976 

有意水準 (H&L) 0.436 0.859 0.140 

予測確立(%) 89.6 70.8 66.0 

()内は標準誤差 (S.E.) 
有意水準:附 p<O.Ol;柿p<0.05;場 pく0.1
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ていえるだろう。

「外部との非公式な人的交流」のR&D成果へ及

ぼす影響は、二項ロジスティック分析ではいかな

る種類のR&D活動であっても統計的に有意でな

かった。順序ロジット分析でも臨床成果を除き有

意でなかった。したがって、基礎研究、特許に対

する影響については厳密性 (robustness)が高い

といえよう。臨床成果のみかろうじて有意 (p<

0.1)な正の影響となったが、しかしこのモデル自

体の適合度が有意でなく、予測能力があるとはい

えない。この点はクラスタ}内(あるいは「場J)

における人的交流が社会的資産を構築し知識共有

を促す点に注目したSaxenian24
)やMcEvilyand 

Zaheer25
)などの既存研究とは違った結果を意味

し、大変興味深い。安易な人的ネットワークのみ

では十分条件ではないことを示唆しているとも考

えられる。

以上より、仮説 1は「大学とのコラボレーショ

ン」が基礎研究成果や特許といった上流のR&D

活動の成果に対する影響という状況において支持

されたといえる住70

②対内的交流のR&D成果への影響

次に、対内的交流として「社内の知識の交換」

と「社内の人的交流」が抽出されたわけだが、そ

のR&D成果への影響はどうであろうか(表48、

表4b参照)。第一に、「社内の知識の交換」およ

び「社内の人的交流」がラボの「基礎研究成果」

にプラスに貢献していることが挙げられる(J順序

ロジット分析で各p<O.Ol， pく0.05レベル)制。二

項ロジスティック分析では「社内の人的交流」の

貢献のみが、統計的に有意な正の影響を及ぼして

いた (p<O.Ol)削。つまり、社内の人的交流の貢

献の影響は厳密性 (robustness)が高いといえる。

このことは、基礎研究成果をあげるうえで、単に

既存の形式知の移転のみならず、人的交流を通じ

た知的交流こそ有効であることを意味する。基礎

研究という創造的作業においては、異なる文脈知

を有する複数のラボの研究者同志が人的交流を通

じてブレ}ンストーミングすることにより新たな

知の創造につながるのであろう。この点は知識創

造理論部)からの知見とも一貫している。

第二に、社内における交流は、臨床段階におけ

る成果にもプラスに貢献している。順序ロジット

分析では「社内の知識の交換」、「社内の人的交流」

のいずれも「臨床成果」に与える貢献がプラスで統

計的に有意で、あった(各p<O.Ol，p<0.05の水準)注100

ただ、二項ロジスティック分析では「社内の知

識の交換」の及ぼす正の影響は有意であったが

(p<O.Ol)、「社内の人的交流jの貢献は統計上有

意でなく、影響を与えているとはいえないという

結論を得た加。つまり、前者は厳密性 (robustness) 

が高いといえる。

第三に、「特許」取得のためには、社内交流の

いずれの因子も有効ではないという結果であっ

た加

よって、仮説2については、「基礎研究jおよ

び「臨床J開発における成果に対する貢献に関し

ては対内的交流の影響が確認されたが、そのタイ

プによって影響の有無が異なるといえる。

(3)コントロール変数の分析

両モデルともに、ラボの研究比率およびラボの

親会社の本国籍をコントロールした。その結果、

以下の傾向が見られた(表38'b，表48.bを

参照)。

第一に、研究比率が高いラボほど臨床という下

流活動の成果があがっていない傾向が確認され

た。すなわち、研究比率の高いラボほど基礎研究

成果および、特許取得に比べ臨床成果が下がってい

る(係数は負で統計上有意)。そして第二に、会

社の本国籍別でみると、日本企業の場合欧米企業
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と比べ特に基礎研究成果で劣ることがわかった

(係数は負で統計上有意)。この傾向は特に表48

表4bにおいて顕著で、あったが、表38においても

確認された注13。ただし、対内要因、対外要因で異

なった結論が出たことから、結果の厳密性には検

討の余地が残る。

(4)考察

以上のアンケート調査分析結果から、次のこと

が考えられる。まず、ラボのもつ対外的・対内的

表48 対内的交流の影響 (11慎序ロジ‘ツト回帰分析)

従属変数 基礎研究成果 特許 臨床

R比率 1.745* 2.833*** -3.199*車市

(0.939) (0.944) (1.053) 

日本/欧米企業 -2.699*本* 0.031 0.766 

(本国籍ダミ-) (0.705) (0.548) (0.604) 

社内の知識の交換 0.583ホ* -0.036 0.924本**

(0.293) (0.270) (0泊 2)

社内の人的交流 1.218*** 0.062 0.646** 

(0.325) (0.290) (0.325) 

N 52 51 49 

一2対数尤度 105.466 136.255 110.688 

カイ二乗 31.456*本市 11.136** 19.301帥*

自由度 4 4 4 

擬似R2 (COX & Snell) 0.454 0.196 0.326 

擬似R2 (NagelKerke) 0.489 0.208 0.350 

擬似R2 (McFadden) 0.230 0.076 0.148 

()内は標準誤差 (S.E.) 
有意水準:州pく0.01;•• p<0.05;権 pく0.1

表4b 対内的交流の影響(二項目ジスティック回帰分析)

従属変数 基礎研究成果 特許 臨床

R比率 2.483* 3.403*** -5.520*申

(1.414) (1.162) (2.234) 

日本/欧米企業 -2.952車事* 0.577 2.472** 

(本国籍ダミ-) (1.107) (0.674) (1.191) 

社内の知識の交換 0.207 -0.028 1.927**事

(0.390) (0.338) (0.744) 

社内の人的交流 1.161*** -0.273 0.654 

(0必0) (0.375) (0.472) 

定数項 -0.141 -2.052キ* 4.957地*.

(0.875) (0.818) (1.709) 

N 52 51 49 

カイー乗(オムニパス) 17.896*** 12.514柿 20.124*ホ*

カイ二乗 (H&L検定) 9.079 7.447 5.145 

有意水準 (H&L) 0.336 0.489 0.742 

予測確立(%) 80.8 72.5 79.6 

()内は標準誤差 (S.E.) 
有意水準:判事 p<O.Ol;桝 p<0.05;• p<O.1 
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交流のR&D成果への貢献については、総論的な

議論はあまり意味がなく、 R&D成果を「基礎研

究」、「特許J、「臨床開発Jといった製薬R&Dの

バリューチェーンの流れに沿って区分してはじめ

て何らかの具体的な傾向が認められることが判明

した。さらに、対外的、対内的交流の中身次第で

その影響が異なることも明らかになった。

たとえば第一に、大学とのコラボレーションは

やはり基礎研究や特許取得といったより上流の

R&D活動に寄与する反面、臨床といった下流の

活動にはあまり関係ないことが確認された。すな

わちラボの能力向上に欠かせない最先端知識の獲

得のためには、なによりも知識の宝庫である大学

との関係性の深化こそ有効であることが改めて確

認された。しかし大学との密なリンケージは必ず

しも下流の活動成果には直結しないのも当然であ

ろう。逆に大学以外(たとえば企業など)とのコ

ラボレーションの場合、基礎研究にはマイナスの

効果となることも、直感的に理解できる。ここで

興味深い結果は、「外部との非公式な人的交流j

がR&D成果、とりわけ基礎研究成果や特許取得

に有効性を示さなかったことである。 Saxenian27l

をはじめとして多くの既存文献では通常とりわけ

基礎研究成果向上のために、社外の科学コミュニ

ティーとの非公式な人的ネットワークの重要性を

無条件で認めているが、このような結果は安易な

非公式人脈依存だけでは成果に直結しないことを

警告しているともいえよう。

また、第二に、対内的交流のR&D成果に与え

る影響も認められたが、ここで注目すべき点は基

礎研究成果のためには社内ラボ間の知識の移転に

加え、なによりも、研究者同志の人的交流が必要

であることである。知の創造の場面では、既存の

形式知の共有のみならず、これからの未来知創造

にむけて研究者同志がノウハウをぶつけあい、暗

黙知を融合してこそ効力を発揮するのである。そ

の意味で、前述のとおり、知i龍創造理論からの知

見がここでも確認されたといえよう。

そして第三に、臨床における成果に関しては、社

内における知識の交換の有効性が顕著であった。

すなわち、 R&Dマネジメントにおける上流か

ら下流へのバリューチエ}ンの流れにおいて、新

たな知識を内外から獲得していく必要が大きい基

礎研究の場合は社外・社内の両方との交流が重要

になるのに対し、より下流に位置する臨床におい

ては、もはや社内に内在する化合物をいかに上市

させるかという意味において、社内の知識・情報

の共有が最優先とされるといえよう。

こうした結果は、我々が同時に行ってきたフイ

}ルドワーク調査から得られた発見とも一貫す

る。まず対外的交流の及ぼす効果について、いず

れの企業もR&D自前主義の脆弱さを強く認識し

ていた。そして基礎研究における大学や研究機関

などとのコラボレ}ションがますます重要になる

ため、各社とも研究の外部依存比率を現在のレベ

ルよりもさらに引き上げる必要性を指摘した。こ

れなどはまさに我々の実証分析結果と整合してい

る。その一方、「外部との非公式な人的交流」の

効果も我々のインタビューで、繰り返し出てきた点

であるが、今回の結果ではとりわけ基礎研究制成

果および特許取得においてその有効性が証明され

なかった。それは一見意外な結果ではあったが、

しかし、知的財産権保護の動きの中、単なる人的

交流による知識交換の難しさと、公式な契約に基

づく R&Dコラボレーションの重要性もたびたび

指摘されていたことからすると、納得できる。

次に対内的交流の効果について、我々のインタ

ピュ}調査において、具体的な創薬活動のために

はラボ聞の知識共有の促進の必要性が、繰り返し

指摘された。これは特に昨今大型合併の動きが加

速化している欧州企業の場合t顕著で、あった。彼ら

の場合、大型合併の結果社内に多大な知的資産を
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保有する多くのラボを抱えることになったが、か

ならずしもそれらを有効に活用できていない問題

が課題となっている。 NIH症候群 (Not-Invented-

Here Syndrome)に代表される社内ポリティック

スのため、折角の知的資産が共有・活用されず死

蔵されることが珍しくない。したがって欧州企業

においてはこの社内ラボ聞の知識共有が具体的創

薬のための最優先課題となっている。近年では各

ラボに個別の専門性をむりやり割り振るのではな

く、同一領域の専門性をもっ複数のラボの間でゆ

るやかに形成されるパ}チュアルなセンター・オ

ブ・エクセレンス (COE)の仕組み28)がいくつか

の欧州企業の間で注目され、実際にITツールを介

したラボ聞の密なコミュニケ}ションが行われて

いる。

5.結論

製薬企業のR&D成果をもたらす諸要因を、認

識レベルから多面的に検討することが本論文の目

的であった。なかでも特に注目した点は、社外の

大学や機関との交流ないし社内の他ラボとの交流

が及ぼす影響であった。本研究で明らかにされた

ことは多い。結論として、ラボの有する対外的・

対内的交流のR&D成果への影響に関しては、総

論的に論ずることはあまり意味がなく、より個別

的状況における貢献を論ずる必要が明らかにされ

た。概して、ネットワーク理論やクラスター論で

主張される通り、大学との密度の高い交流が知的

資産の確保を促し基礎研究成果の向上に大きく寄

与すること、その一方で大学以外の機関との交流

や外部との非公式な交流では有意な結果が得られ

なかったことは既存研究とは異なり興味深い。さ

らに社内他ラボとの知的交流もラボの基礎研究段

階および臨床段階における成果の向上に寄与する

ことは確認できた。とりわけR&D成果を多面的

にとらえることにより、基礎研究、特許、臨床開

発のいずれかの目的かによりこうした要因の効果

も変わることを明らかにした。たとえば外部大学

とのコラボレーションは基礎研究成果には貢献す

るが、臨床開発段階では大きな効果が見られない

といったことが再確認できた。こうした結果は、

単にアンケート調査デ}タに基づくのではなく、

定性データからの知見とも照らしあわせで検証し

た。

その反面、本研究では残された課題もある。今

回はもっぱらラボのもつ内外交流がR&D成果に

及ぽす影響を考察したが、その他にもまだ多くの

要因がありうる。たとえばラボの吸収能力29)次第

でR&D成果も大きく左右されるであろうが、今

回はその点を十分にコントロ}ルできなかった。

今後は吸収能力自体をより直接的に測定する必要

がある。また、今回の従属変数であるR&D成果

自体が回答者の認識をベ}スとしているが、今後

は可能な限り特許データなどのより客観的なR&

D成果の指標を入手・分析するべきであろう。最

後に今後の方向としては、分析のレベルを各ラボ

から個人研究者およびプロジェクトレベルまで落

とし、より正確なR&D成果とその要因に関する

因果関係を計測する必要があろう。本論文で紹介

した研究はまさにその始まりの段階といえる。
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注

1 R&D成果としてより下流の製品化も当然考えら

れるが、製薬R&Dの場合基礎研究から製品化にい

たる期間が極めて長く、 R&Dの内外交流部門の内

外交流の製品化への直接効果が測定しがたいと判
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断し、今回はR&D成果から製品化の項目を除外し

た。

2 既に廃止されたラボに送付したり、住所が間違

っていたりしたケースも若干含まれるので、実際

にはより低めの回答率であることを付記しておく。

3 従属変数と独立変数をともに同一データから採

取しておりCommonMethod Biasの存在を認識して

いる。しかしこの種のデータ収集の場合、回答率

の制約からして今回はやむをえない。今後はこう

した制約条件を克服すべくさらに工夫を重ねてい

きたい。

4 当該モデルいずれも適合度指標が統計上有意

(p<O.OI)であった。

5 当該モデルいずれもオムニパス検定において統

計上有意となり、予測不能の帰無仮説を棄却した。

6 その他研究機関にも厳密にはいろいろ種類があ

り、統計上有意に出なかった可能性も否定できな

7 なお、「臨床Jへの貢献に関する順序ロジット、

二項ロジスティックいずれのモデルも予測能力が

統計上有意とはならなかったが、ここでの分析に

は直接関係しない。

8 当該モデルにおける適合度指標は統計上有意で

あり、モデルの予測能力は問題ない。

9 当該モデルのオムニパス検定も統計上有意であ

った。

10 当該モデルの適合度指標は統計上有意で、あった。

11 当該モデルでのオムニパス検定は統計上有意で

あった。

12 I特許」を従属変数とする順序ロジットモデル

での適合度及びロジスティック分析におけるオム

ニパス検定いずれも有意であった。

13 ここでは対外的・対内的要因それぞれのデータ

で結果が異なる点、今後の課題である。
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The Impact of R&D Labs' External and Internal 
Collaboration on Their Perceived R&D Performance : 

The Case of Pharmaceutical Companies 

Kazuhiro Asakawa， Ph. D. *， Hiroshi Nakamura， Ph. D.* 

The irnpact of R&D labs' external and internal collaboration on their perception of their 

R&D perforrnance is exarnined， with our data frorn the Japanese and non-Japanese pharrnaceutical 

firrns. Our focus is on the extent to which R&D labs' collaboration with universities and other local 

institutions， as well部 thatwith other intra帽firrnlabs， would contribute to their R&D perforrnance. 

Our result indicates that the irnpact depends on di宜erenttypes of R&D perforrnance. For exarnple， 

the labs' perforrnance in basic research is enhanced by their intensive research collaboration with 

the local universities， whereas the perforrnance in clinical trial is positively affected by the labs' 

extensive knowledge exchange with other intra-firrn labs. Such findings frorn the questionnaire 

analysis are triangulated and interpreted together with the quali臼tivedata frorn our fieldwork. 

[Key wordsJ R&D perforrnance， perception， external & internal collaboration， pharrnaceutical 

firrns 
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