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研究成果の概要（和文）
：
技術開発と利用、社会的効果について、産業組織論を中心にして地域・マクロ経済分析まで
もカバーする統合された分析枠組みを開発し、分析を行った。その一連の研究の中で、グラン
トバック条項のような技術開発に影響を与える条項の功罪や、スマートメーターのような新技
術導入に関わるミクロ的分析を行い、一方で、こうした技術開発・導入に関するミクロ的問題
がマクロ的にどのような影響を与えるかについて明らかにした。
研究成果の概要（英文）
：
We develop a research framework encompassing microeconomic approaches, such as industrial
organization, and macroeconomic approaches, such regional and international trade, to
investigate economic impacts of development and uses of new technologies. Our series of
studies examined microeconomic issues related to research and development, such as a
grant-back provision, smart-meters as well as impacts of such kind of technology-related
issues from a macroeconomic perspective.
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１．研究開始当初の背景
技術開発の重要性については論を待たな
い。技術革新が長期的経済成長のエンジンで
あるだけでなく、地球環境問題に代表される
外部性の解決のためにも不可欠である。豊か
さを背景に消費者の嗜好は多様化し、それに
応じた財・サービスを開発できるかは、長期

の経済厚生だけでなく、比較的短期的な景気
循環にも影響を及ぼす。
この技術がどのように開発され、利用され、
社会にその利益を生み出すか、その一種の、
ライフ・サイクル全般にわたっての分析を、
ミクロ・マクロの両面から、総合的に検討す
ることが本研究の目的である。とりわけ、技

術開発やその取引においては、精緻な産業組
織論による分析がある一方、それが如何に社
会に生きているかというマクロ経済的な影
響分析については、直接投資の多寡や総要素
生産性といった観点からの分析が多く、両者
は、経済分析のひとつの枠組みの中に完全に
統合されていない点が、これまでの研究にお
ける重要な問題点だからである。
この理由のうちのひとつとして、どのよう
な社会的制度のもとに技術が社会に生かさ
れるのか、といった考察が欠落していること
がと考えられる。せっかく開発した技術も、
その外部性ゆえに他社に横取りされてしま
えばその開発投資は無駄に終わる。それを防
ぐ知的財産制度とその法令の執行状況が、開
発される技術の多寡や、社会還元の程度に大
きく関わる。
２．研究の目的
これらの観点から、技術開発と利用、その
社会的効果について、産業組織論を中心に、
地域・マクロ経済分析までもカバーする統合
された分析枠組みを開発する。具体的には、
プロパテント政策が技術革新を生む過程と
その条件の吟味、また、それが企業内発明者
に対する人事制度に与える影響のミクロ的
分析を行う。その一方で、こうして生み出さ
れた技術が、経済全体・地域経済の生産(性)、
M&A や地域経済統合パタンに与える影響等
のマクロ的分析を行う。最終的には、ミク
ロ・マクロのインタラクションに注意を払い、
「合成の誤謬」に陥らないための総合的分析
を行う。
この分析の枠組みを活用することで、国
内・海外の知的財産制度改革や、TRIPS 協定
のような制度改革・協定が、各国のマクロ経
済や、地域間の貿易パタンにどのような影響
を与えるかを分析できるようになる。今後ま
すます重要になって行くであろう、経済のサ
ービス部門の分析や、貿易自由化交渉におけ
るサービス関連協定の政策分析に活用でき
る。
３．研究の方法
2 チームに分けて研究を進行させ、最終的
に、技術の開発、利用、社会的効果に関する
ミクロ・マクロの統合された分析枠組みの構
築を目指す。
産業組織分析チームでは、技術開発に関連
した政策の中でも、プロパテント政策は、現
在もっとも重視されている政策分野である。
プロパテント政策により、開発投資インセン
ティブは高まるが、技術の利用は減退すると
通常考えられる。が、技術革新そのものが累
積的であることを考えると、問題はより複雑
である。そこで、以下に示すような政策の検
討を通じて、プロパテント政策の効果につい
て分析する。そこでは、(１)特許の試験研究
例外規定(=研究目的の場合に限り、ライセン

ス契約なしでも技術利用が可能)の制度変更、
(２)企業が開発した技術をその流出を恐れ
て特許申請しないというオプションの存在
(３) 改良技術の権利を、もとの技術の特許
権者に譲渡する条項（グラントバック条項）
をもとの技術のライセンス契約に付与する
ことの是非、といった累積的技術革新につい
てのイシューを中心に、あるべき知財政策に
関して検討する。
また、地域・マクロ経済分析チームでは、
開発される技術がどのように経済活動に貢
献するのか、技術の量だけでなく、質や技術
間の組み合わせ、あるいは、その取引契約形
態に依存して、影響を与える経路や程度が異
なることを考慮に入れつつ、産業組織分析チ
ームの成果を柔軟に取り込むことができる
理論的・計量的枠組みを構築する。その中で
も、(４) エネルギー分野における競争と産
業・市場構造、(５) M&A、貿易自由化とその
マクロ的インパクトといった様な政策課題
を念頭に理論・実証の両面から分析を進める。
４．研究成果
上記の目的のために、産業組織分析チーム
と地域・マクロ経済分析チームの 2 つをつく
り、両チームがミクロ的接近とマクロ的接近
を行うことで研究を進展させた。数多くの著
作物のうち、いくつか主要なものについて以
下で概要を報告する。
まず、前者のミクロ分析においては、以下
の通り。
(１)・「グラントバック条項に関する経済分
析」
グラントバック条項を競争当局が認めるべ
きか否かという分析を理論的に行った。グラ
ントバック条項は、ライセンサーがライセン
シーに、その特許の改良技術の権利を譲渡し
てもらえる、あるいは、実施料なしで使える
という条項を契約につける行為であり、これ
を認めることにより、重要な技術の特許保有
企業が独占力をもつことになり、改良技術の
開発インセンティブをそこなうことが指摘
されている。この研究においては、譲渡価格
を適正にすることにより基礎的技術のみな
らず、改良技術の開発インセンティブも高ま
ることを示し、グラントバック条項は一律に
禁止するべきものではないという政策提言
を導き出した。
(２)・「我が国におけるスマートメーター導
入に関する論点整理」
本稿では、ピーク時の電力不足とコスト抑
制の具体策の一つであるスマートメーター
の導入に当たり、検討すべき課題についてそ
の論点を整理した。その論点の一つはメータ

ーの仕様である。とりわけスマートグリッド、
スマートコミュニティの今後の進展を考え
ると，スマートメーターとそれらとのインタ
ーフェイスの標準化あるいはメーターの拡
張性が重要な課題となってくることを論じ
た。メーター製造企業のパテント政策が標準
化、メーターの拡張性に与える影響について
さらなる検討を重ねることが今後の課題で
ある。
(３)・「契約理論分析における数値計算アプ
ローチ : 逆選択問題の場合」
技術水準に関する私的情報がある元での
典型的な逆選択問題を考えて、その問題を数
値計算によって解くことで最適契約の性質
を検討した。そこでは、想定する技術水準タ
イプの数が少数(たとえば、
たかだか 10 程度)
であっても、理論分析でしばしば仮定される
簡単化のための数学的仮定(十分条件)が成
り立つ見込みがほとんどないことを数値例
によって示した。他方、その仮定が成り立た
ない場合であっても、最適契約が、理論的に
期待される性質をしばしば満足することが
示された。
次に、後者のマクロ分析においては、以下
の通り。
( ４ ) ・ “Spatial Incidence of Economic
Benefit of Road-Network Investments: Case
Studies under the usual and Disaster
Scenarios”
RAEM-Light 応用一般均衡モデルを用いて
日本国内の地域経済モデルを構築し、平時だ
けでなく災害が発生する場合も考慮して、ネ
ットワークの投資効果を分析した。そこでは、
道路のような地方公共財と考えられている
ようなものでも、よりマクロ的な影響も災害
時には重要になることが明らかにされた。ま
た、複数地域間に影響が及ぶ汚染があったと
きに、貿易の不利益が生じる可能性があるこ
と、さらに、汚染に対して最適な課税がなさ
れていない限り、汚染を減らすような新技術
の導入が経済的な不利益を招く可能性があ
ることも明らかにされた。これらの総合的な
分析によって、技術や投資の影響を単独地域
のみについて分析するのでは不十分であり、
ミクロ・マクロ両面からのさらなる分析が望
まれることが確認された。
( ５ ) ・ “Assessing total factor
productivity and efficiency change for
farms participating in Grain for Green
program in China: A case study from Ansai,
Loess Plateau”
中国黄土高原における土壌保全活動に焦
点を当て、保全活動の前とその後について
Data envelopment analysis によって農家の

Total factor productivity (TFP)を計測し
た。その結果、保全活動によって TFP は大幅
に上昇し、その改善はひとえに技術進歩に帰
せられる。また、活動前に不利な条件に直面
していた農家ほど大幅な改善を見せること、
農地の棚田化や資金制約がこれらの改善に
とって重要であることなどが明らかにされ
た。
(６)・“Trade, Environmental Policy, and
Pollution-Reducing Technology”
環境技術の普及と国際貿易の関連につい
て理論分析を行った。生産に伴って汚染を排
出する財と、その汚染によって生産性が低下
するクリーン財（例えば農産品）の 2 財が存
在する小国モデルを用いた。
興味深い結果として、よりクリーンな環境
技術へのアクセスが無償で可能となったと
しても、環境汚染への課税が最適でないなら
ば、小国の経済厚生が悪化する可能性がある
ことを示した。環境技術の導入と課税政策の
調和が重要であることを指摘した。
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