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1．序論 

 エネルギーインフラシステムの最適化や再生エネル

ギーの導入などの背景からスマートグリッドの必要性

が高まり、現在各国でスマートグリッドの研究開発や事

業化が推進されている。特に米国では、スマートグリッ

ド分野の企業活動が活発化していて、プレイヤーも多

数存在している。スマートグリッドは一つの企業だけで

は実現できない広い技術体系を有しており、複数の製

品・システム群が相互に連携されることが要求されるた

め、企業間の提携が必要不可欠である。実際にスマー

トグリッド分野では多くの提携関係が観察されている。

スマートグリッドに参入している企業の成長性を分析す

るためには、これらの提携の特徴を理解することが重

要だと思われる。しかし、外部から提携の内容を把握

することは難しい。 

 本研究では、技術の視点から戦略的提携の特徴を分

析することを試みる。つまり、提携の特徴を特許情報か

ら読み取ることを試みる。技術要素が如何に戦略的提

携の形成に影響を与えるのかについて分析を行い、ま

たその技術要素が社会的ネットワークにおいて、どのよ

うに提携の質に影響を与えるのかについて米国のスマ

ートグリッドを研究対象として検証・考察を行う。本研究

でスマートグリッド分野のベンチャー企業について明ら

かにしたいことを以下の表 1にまとめる。 

表 1 本研究の研究内容 

研究の論点 実証の問題 研究内容 

戦略的提携

の形成 

どの企業を戦略

的提携のパートナ

ーとして選ぶ？ 

企業が戦略的提携

に導く技術要素 

戦略的提携

の質 

どんな要素が質

の高い戦略的提

携に導く？ 

質の高い戦略的提

携に結び付く技術要

素 

  

提携と技術の関係は、経営資源の尐ないベンチャー

で顕著なはずである。そこで、この研究では、スマート

グリッド分野の企業のうち、特にベンチャー企業の提携

と技術の関係に注目した。スマートグリッドの団体に参

加している 108社のベンチャー企業を研究対象とした。 

2．先行研究と仮説立案 

 戦略的提携に関する先行研究では、企業が形成する

ダイアド（dyad; 二者間関係）観点とダイアドの蓄積に

よる社会的ネットワーク(social network)の観点から分

析を行っている（Gulati,1998）。ダイアドは社会的ネット

ワークを作り上げ、企業の提携行動を研究する上で価

値のある観点である。しかし、提携の成功には、社会ネ

ットワーク内のパートナー同士のメンバーシップが影響

していることが明らかにされている（Gulati,1998）。本

研究では、ダイアドレベルで技術要素が如何に戦略的

提携の形成に影響を与えるかを分析し、ネットワークレ

ベルでその技術要素が提携の効果に与える影響を検

証する。 

 まず、ダイアドレベルで戦略的提携形成に関する研究

では、経営資源の交換に注目し、どの企業がどの企業

と提携を結ぶのかについて問題とする。戦略的提携の

本質は市場で調達できない経営資源を共有し、新しい

価値を生み出すことである（安田洋史、2006）。技術が

経営資源の一種であるため、多くの技術を保有するの

であれば、他社にとって魅力のある提携先と言える。そ

こで以下の仮説が導かれると考える。 

仮説 1a 特許を多く出願している企業の提携頻度が高

い。 

 提携によって必要な経営資源を獲得するには、組織

学習によって相手の経営資源を吸収する。Cohen and 

Leviathan(1990)が吸収能力の限界が技術の異なる会
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提携形成 

ネットワーク 

リソース 

ネットワーク中

心への埋め込み 

社のコラボレーションを効率的に行うことを阻害すると

述べている。なぜなら、外部組織の知識を活用するに

は、それに関連した知識をあらかじめ取得し、それによ

り、模倣や新たな価値の追加が初めて可能となる。そ

のため、組織は技術領域が類似している企業のノウハ

ウを評価・学習しやすい。そこで以下の仮説を導いた。 

仮説1b 同じ分野の技術開発を行っている企業の提携

頻度が高い。 

 Stuart(1998)は、半導体分野の提携について、提携

の形成は企業の技術的なポジションに表 2 のように影

響されると述べている。 

表 2 技術ポジションが戦略的提携に対する影響 

技術的ポジション 

Crowding 

多くの企業が参加している

技術領域に取り組んでいる

企業が提携関係を構築しや

すい 

Prestige 

技術評判の高い企業が提携

関係を構築しやすい 

 そこでスマートグリッド分野のベンチャー企業につい

て、以下の仮説を構築した。 

仮説 1c 多くの企業が取り組んでいる領域の技術開発

を行っている企業の提携頻度が高い。 

仮説 1d 技術評判の高い企業の提携頻度が高い。 

Rosenkopf and Nerker(2001)の研究では、光ディス

ク産業を対象に、技術境界と組織境界による知識の構

造が技術革新に与える影響を分析し、組織外から学習

した自社技術領域以外の知識が技術革新に与える影

響が最も大きいと証明した。仮説 1bより、類似している

ノウハウを学習しやすいといった理由で、同じ技術分野

で技術開発を行っている企業と提携しやすい。また、提

携関係を維持するには、コストがかかるため、一つの提

携関係より、自社と違う技術分野での学習もできれば、

その提携関係が効率よく企業の技術革新にも貢献でき

ると考える。そこで、以下の仮説を構築した。 

仮説 1e 幅広い技術分野で技術開発を行っている企

業の提携頻度が高い。 

  社会的ネットワークが提携形成の影響について、

Gulati（1998）は提携頻度が社会ネットワークへの埋め

込みの状態に影響され、埋め込みの中心に位置する

企業ほど、新しい提携を締結する傾向が強いと述べて

いる。つまり、提携関係の締結は、企業がネットワーク

に埋め込まれる位置を決定する同時に、次の提携関係

の締結に影響することになる。戦略的提携の本質は経

営資源の交換であり、Gulati(1998)は企業が社会ネッ

トワークを活用してパートナーから情報を得ようとすると

述べている。企業がアクセスできるネットワークソース

の量が機会集合への影響を通じて、企業の戦略立案

に影響を与える。企業がアクセスできる情報が多けれ

ば多いほ ど 、 機 会集合が大き い （ Gulati and 

Gargiulo,1999）。 

 提携関係によって形成された社会的ネットワークにお

いて、ネットワークへの埋め込み状況とネットワークリソ

ースが提携関係を評価する重要な指標である。

Gulati(1999)は提携関係による社会的ネットワークから

得るリソースが多ければ多いほど、将来新たな提携関

係を形成する可能性が高いと述べている。 

 以上より、戦略的提携形成、ネットワークへの埋め込

み、ネットワークリソースの活用が以下のように関係し

ている。企業が提携関係を構築し、埋め込みの中心に

位置すれば、次の提携関係に結び付く可能性が高くな

る。また、ネットワークから多くのリソースをアクセスでき

れば、次の提携関係に結び付く可能性が高くなる。 

 

 

 

 

 

図 1 提携形成・ネットワーク中心への埋め込み・ネットワー

クリソースの関係 

 前述の仮説によると、特許の量、特許の質や技術領

域の選択などの技術要素が提携形成に影響する。こう

いった技術要素がネットワーク中心への埋め込み状況

とネットワークリソースにも同じように影響を与えると考

える。企業の提携頻度が高いほど、ネットワークの中心

に埋め込まれる可能性が高くなり、ネットワークからア

クセスできるリソースも多い。従って、技術要素がネット

ワークへの埋め込みとネットワークリソースへの影響の
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傾向は、提携形成頻度への影響と一致していると考え

る。以上より、提携形成頻度の仮説に基づいて、以下

のように仮説を構築した。 

表 3 仮説 

 

3.研究方法 

 本研究で使用するデータについては、提携情報、特

許情報、企業の基本情報、企業が属す社会的ネットワ

ークに関する情報の 4 種類からサンプルデータを作成

した。提携情報と企業の基本情報については、会社の

ホームページやスマートグリッドに関するレポートから

収集した。サンプルデータには、スマートグリッド分野の

ベンチャー企業の 1104 の提携関係が含まれている。

特許情報について、トムソン・イノベーションから米国ス

マートグリッドに参入した 108社の合計 4542件の特許

データを取得した。企業が属する社会的ネットワークに

関する情報は、ネットワーク分析用ソフトウェア

UCINET 6を使用した。UCINETは各種ネットワーク測

定できるソフトウェアパッケージである。 

また、仮説を検証するために、本研究では以下の変

数を作成した。 

まず、提携形成の分析では、ベンチャー企業間の提

携数の対数（LogAllianceVT）を被説明変数とする。前

述のように、技術と提携の関係は、経営資源の尐ない

ベンチャー企業で顕著であるため、IBM、GE やモトロ

ーラのように数百の提携関係も持つ巨大企業は提携

パートナーから除いている。 

ネットワークリソースへの埋め込みについての分析

では、近接中心性（Closeness）を被説明変数とする。

近接中心性はネットワーク内での情報伝達の効率を示

す指標である(Freeman,1979)。Gulatiのネットワークリ

ソースと提携形成に関する研究(1998)では、高い近接

中心性のある企業はより多くの情報を潜在的なパート

ナー企業からアクセスできるという傾向があると述べて

いる。 

ネットワークリソース(ClosenessAllianceVT)は提携

頻度とネットワークへの埋め込みに関係し、以下の式

で計算する。 

ネットワークリソース ＝ 提携頻度 × 近接中心性 

仮説 aによると、多くの特許を出願している企業の提

携頻度が高い。本研究で用いた一つ目の説明変数は

特許数(PatentNum)である。また、仮説 bを検証するた

めに、同じ技術領域であるかどうかを表す変数

（SameLayer）を作成した。仮説 c を検証するために、

多くの企業が取り組んでいる技術領域を表す変数

(Class370)を作成した。108 社のベンチャー企業が取

り組んでいる技術領域を集計した結果、最も頻度の高

い技術領域はクラス番号が 370 の技術領域であること

がわかった。技術評判については、特許の被引用回数

(CitedNum)を用いて評価する。また、特許数が同じの

企業でも、幅広い分野で技術開発を行っている企業も

あれば、集中して限定される領域で技術開発を行って

いる企業もある。その技術上の特徴が提携関係に影響

を与えるのではないかを検証するために、説明変数ベ

ンチャー企業の技術集中度（HITec）を作成した。以下

の式で計算されている。𝐶𝑖は i 番目のクラスのシェア（i

番目のクラスがその企業のクラス総数に占める割合）

である。nはクラス数である。 

HITec = ∑ 𝑪𝒊
𝟐𝒏

𝒊=𝟏  

 また、制御変数については、主に企業の属性を表す

変数をコントロール変数としている。一つ目の制御変数

は従業員数の対数を取ったもの（LogEmployee）であ

る。二つ目の制御変数は会社の年齢の対数を取ったも

の（LogAge）である。まだ存在している企業の年齢は

以下の式で計算している。 

会社の年齢 ＝ 2011 - 会社の設立年 

 既に買収された企業については、以下の式で企業の

実際の存在期間で年齢を計算している。 

会社の年齢 ＝ 買収された年 － 会社の設立年 

 三つ目の制御変数は 108社のベンチャー企業間の地

理的な平均距離（DistanceAVG）である。以下の式で

仮説 1 2 3

提携頻度
ネットワーク中心
への埋め込み

ネットワーク
リソース

a 特許の量 positive positive positive

b 同じ技術領域 positive positive positive

c 注目された技術領域 positive positive positive

d 技術評判 positive positive positive

e 幅広い技術分野 positive positive positive



 

4 

 

二者間の距離を計算し、最後に 107社との平均距離を

計算する。 

 二社間の距離 = 6378.13 * ACOS(SIN(緯度 1) * SIN(緯

度 2) + COS(緯度 1) * COS(緯度 2) * COS(経度 1 - 経度

2)) 

 これまでの仮説に対応した技術要素を表す説明変数

が戦略的提携の形成にどのような影響を与えているの

かを知るために、まずそれぞれの企業が提携している

企業数（提携頻度）を対象に回帰分析を行う。さらに、

それらの技術要素がどのように戦略的提携の質に影

響を与えるのかを考察するために、ネットワークポジシ

ョンを表す近接中心性とネットワークリソースを対象に、

回帰分析を行う。 

 4.結果と考察 

 4.1 戦略的提携形成についての回帰分析 

 技術が戦略的提携の形成にどのように影響するかを

統計的に分析するため、表 4 の回帰分析モデルを用

いた。表 4 は回帰分析の結果を示している。表の数値

の右側に*、**の印が付いている項目は、それぞれ 5%

有意（5%の危険率で有意）、1%有意（1%の危険率で

有意）であることを示す。 

表 4 提携頻度を被説明変数とした場合の回帰分析 

 

 この回帰分析の結果に基づいて、以下のことが言え

る。①特許を多く出願している企業の提携頻度が高い。

②同じ分野の技術開発を行っている企業の提携頻度

が高い。③多くの企業が取り組んでいる領域の技術開

発を行っている企業の提携頻度が高い。④幅広い技術

分野で技術開発を行っている企業の提携頻度が高い。 

4.2 近接中心性についての回帰分析 

 特許の量、技術評判、技術領域の選択などの技術要

素が近接中心性に与える影響を分析するために、表 5

の回帰分析モデルを用いた。また、分析の結果も表に

示している。 

表 5近接中心性を被説明変数とした場合の回帰分析 

 

 この回帰分析の結果に基づいて、以下のことが言え

る。①同じ分野の技術開発を行っている企業がネットワ

ークの中心に埋め込まれる可能性が高い。②技術力を

表す特許の量と技術評判は提携ネットワークにおいて

企業がどの程度中心に埋め込まれるかということに対

する影響が小さい。 

4.3 ネットワークリソースについての回帰分析 

技術要素がネットワークリソースに与える影響を検証

するため、表 6 の回帰分析モデルを用いた。回帰分析

の結果も示している。 

表 6 ネットワークリソースを被説明変数とした場合の回帰分

析 

 

 この回帰分析の結果に基づいて、以下のことが言え

る。①特許を多く出願している企業が活用できるリソー

スの多いネットワークを構築する可能性が高い。②同じ

分野の技術開発を行っている企業が活用できるリソー

Variables model 1model 2model 3model 4model 5model 6model 7model 8

PatentNum 0.235** 0.146''

CitedNum 0.187* 0.111

SameLayer 0.314** 0.23** 0.224**

Class370 0.261** 0.219** 0.236**

HITec -0.173* -0.158* -0.167*

LogEmployee 0.371** 0.317** 0.353** 0.292** 0.326** 0.382** 0.253** 0.275**

LogAge 0.119 0.073 0.071 0.108 0.137 0.114 0.092 0.093

DistanceAVG -0.066 -0.057 -0.068 -0.109 -0.071 -0.07 -0.1 -0.106

N 108 108 108 108 108 108 108 108

R² 0.189 0.237 0.221 0.279 0.256 0.219 0.368 0.361

Adjusted R² 0.166 0.208 0.191 0.251 0.227 0.189 0.324 0.316

**P<1%  *P<5% "P<10%

Variables model 9 model 10model 11model 12model 13model 14model 15model 16

PatentNum 0.066 0.013

CitedNum 0.06 -0.015

SameLayer 0.315** 0.317** 0.321**

Class370 0.01 -0.048 -0.046

HITec -0.105 -0.07 -0.074

LogEmployee 0.158 0.143 0.153 0.08 0.157 0.165 0.089 0.092

LogAge 0.13 0.117 0.114 0.119 0.13 0.126 0.111 0.117

DistanceAVG -0.015 -0.012 -0.015 -0.058 -0.015 -0.017 -0.059 -0.06

N 108 108 108 108 108 108 108 108

R² 0.058 0.061 0.061 0.148 0.058 0.069 0.156 0.156

Adjusted R² 0.03 0.025 0.024 0.115 0.021 0.033 0.097 0.097

**P<1%  *P<5% "P<10%

Variables Model 17 Model 18 Model 19 Model 20 Model 21 Model 22 Model 23 Model 24

PatentNum 0.186* 0.104

CitedNum 0.139 0.05

SameLayer 0.359** 0.313** 0.314**

Class370 0.138 0.082 0.094

HITec -0.178* -0.144" -0.155"

LogEmployee 0.416** 0.373** 0.403** 0.326** 0.392** 0.427** 0.309** 0.326**

LogAge 0.132 0.306 0.096 0.12 0.142 0.126 0.101 0.11

DistanceAVG -0.075 -0.068 -0.076 -0.125 -0.078 -0.944 -0.119 -0.124

N 108 108 108 108 108 108 108 108

R² 0.237 0.268 0.255 0.355 0.256 0.267 0.393 0.386

Adjusted R² 0.215 0.239 0.226 0.33 0.227 0.238 0.351 0.343

**P<1%  *P<5% "P<10%
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スの多いネットワークを構築する可能性が高い。③幅

広い技術分野で技術開発を行っている企業が活用でき

るリソースの多いネットワークを構築する可能性が高い。

④技術評判は活用できるリソースの多いネットワークの

構築に寄与しない。⑤注目されている技術分野で技術

開発を行っていることも活用できるリソースの多いネット

ワークの構築に寄与しない。 

4.4考察 

以上戦略的提携形成の頻度、近接中心性、ネットワ

ークリソースに関する三つの回帰分析の結果を仮説に

対応して、以下の表 7にまとめる。 

表 7 検証結果のまとめ 

 

予想に反して、技術評判が提携形成、企業の提携ネ

ットワークにおいての近接中心性とネットワークリソース

への顕著な影響が観察されなかった。特許の量はネッ

トワークリソースへ正の寄与をしているが、近接中心性

には寄与しなかった。しかし、この二つの技術要素が戦

略的提携の形成に影響を与えている。このことから、企

業間で提携関係を構築する際には、技術力を示す特許

の量を重要視している。しかし、提携の質、つまり提携

関係によりよいネットワークポジションを獲得できるか、

または多くのネットワークリソースにアクセスできるのか

については、特許より技術領域の選択のほうが重要で

ある。 

 以上の三つの分析結果を比較すると、以下のことが

示唆された。一つ目は、ベンチャー企業は多くの特許に

代表される優れた技術開発を行うことは、多くの企業と

提携関係を構築することに寄与する。しかし、特許情報

を参照することのみで、質の高い提携ネットワークを構

築できるとは限らない。幅広い技術分野で技術開発を

している企業とは、提携関係を形成しやすく、利用でき

るネットワークリソースの多い提携関係を構築する可能

性が高い。二つ目は、同じ技術領域で技術開発をして

いる企業とは、提携関係を構築しやすく、かつ質の高い

提携ネットワークを構築できる可能性が高い。 

 提携形成に関する回帰分析から、技術が戦略的提

携の形成に正の寄与していることが分かった。しかし、

提携時期の特定がすべてのサンプルにわたってできて

いないため、提携関係が特許出願を加速させたという

逆の因果の可能性も排除できない。さらに特許と提携

の関係を探るために、提携時期が判明している個別の

企業のケースについて、提携と特許の時系列を作成し

てみた結果、提携形成が特許の出願より遅く、特許の

公開とほぼ同じ時期であることが分かった。また、提携

する前に、重要な技術については出願しておくのが普

通である。以上から、提携が技術を促進させたという因

果ではなく、技術開発が進むから提携に結び付いたこ

とが考えられる。また、スマートグリッドのベンチャー企

業が提携する際に、特許の公開以前に技術情報の交

換が行われていることが考えられる。 

 スマートグリッドのベンチャー企業は戦略的提携によ

り、他社資源を活用し、事業を成長させた後に、IPO ま

たは他の企業による買収という出口にたどり着こうとし

ている。特許の量などの技術要素、提携頻度、ネットワ

ークへの埋め込み状況、ネットワークリソースといった

戦略的提携に関係する要素と IPOまたは M&A との関係

を探るために、回帰分析を行った。技術要素、提携関

係、IPO、M&Aの関係は以下の図 2にまとめる。 

 

図 2 技術要素、提携関係、ＩＰＯとＭ＆Ａの関係 

技術要素と IPO、M&A の因果関係を分析するため

に、特許情報を IPO、M&A 前後に分けることができた

が、提携関係については、すべての提携時期を把握す

ることができなかったため、提携関係を IPO、M&A前後

検証結果 1 2 3

提携形成
ネットワーク中心
への埋め込み

ネットワーク
リソース

a 特許の量 positive unrelated unrelated

b 同じ技術領域 positive positive positive

c 注目された技術領域 positive unrelated unrelated

d 技術評判 unrelated unrelated unrelated

e 幅広い技術分野 positive unrelated positive
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に分けることができなかった。そのため、戦略的提携の

頻度と IPO、M&Aとの間は厳密に因果関係を分析でき

なかったため、点線で関係を示している。 

M&A に寄与する要素が今回の分析で明らかにでき

なかったが、特許、技術領域の選択といった技術要素

が M&A へ直接繋がらない可能性が高い。また、IPO

について、技術評判と戦略的提携の頻度が IPO に寄

与していることが分かった。 

5．まとめ 

本研究では、スマートグリッド分野に参入しているベン

チャー企業を対象に、特許の量、技術評判、技術領域

の選択といった技術要素が如何に戦略的提携に影響

を与えるかについて検証を行った。まず、ダイアドの視

点から技術要素が戦略的提携形成の頻度に対する影

響を分析した。次に、社会的ネットワークの視点からこ

れらの技術要素が如何に質の高い提携関係の形成に

影響を与えるかについて、提携ネットワークの中心へ

の埋め込みとネットワークリソースを対象に検証を行っ

た。さらに、これらの技術要素と提携関係が一部スマー

トグリッドのベンチャー企業の目標である IPO や M&A

との因果関係を分析し、マネジメントへの示唆を示し

た。 

 戦略的提携形成の頻度についての分析では、特許の

量、技術評判、同じ技術領域で技術開発をしていること、

注目された技術分野で技術開発をしていること、幅広

い技術分野で技術開発をしていることが提携形成の頻

度に正の影響を与えることが分かった。提携ネットワー

クの中心への埋め込みの分析について、同じ技術領域

で技術開発をしていることのみが正の影響を与えた。

それ以外の技術要素がネットワーク中心への埋め込み

状況との関係が観察されなかった。また、ネットワーク

リソースの分析については、特許の量、同じ技術領域

で技術開発をしていること、幅広い技術領域で技術開

発をしていることが正の寄与をしていることが分かっ

た。 

 IPO と M&A に対する考察では、以下のことが示唆さ

れた。①特許の質、戦略的提携形成の頻度が IPO に

正の寄与をしている。②M&A は提携関係を抑制すると

考えられる。 

 今後競争が激しくなっていくスマートグリッド分野にお

いては、ベンチャー企業が積極的に他社との提携関係

を通じて、他社の経営資源を活用することが極めて重

要である。提携頻度が高いほど、提携ネットワークの中

心に埋め込まれ、新たな提携関係の構築に繋がる。ま

た、自社の特許の量を増加するように技術力を強化す

れば、他社にとって、魅力的なパートナーとなり、提携

頻度が高める可能性が高くなる。また、同じ技術分野で

技術開発を行っている企業、注目されている技術分野

で技術開発を行っている企業、幅広い技術分野で技術

開発を行っている企業と提携すれば、提携関係を形成

する可能性が高い。企業は潜在的なパートナーに提携

のアプローチする際に、特許の公開を待たず、プライベ

ートの情報交換により、より早く望ましい提携関係を構

築することができると考えられる。 
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