
第 回 研究発表会（平成 年 月 日）

前 段〔司会 永 佳甫 教授〕

．発表者 松島 みどり 助教

．演 題 幸福度に関する実証的研究の潮流

．要 旨

会 報

年に によって が発表されて以来、経済学においても幸福

度が研究テーマのひとつとして扱われるようになってきた。 とは、物質的な豊かさ

と国民の幸福度は必ずしも正の相関を持たないという幸福のパラドックスであり、幸福の経済学を考える

上で鍵となる概念である。特に、 年以降に幸福の経済学の研究は発展しており、経済系ジャーナルに

おける幸福度論文の掲載数の増加も著しい。

日本においても、 年から 年までの急速な経済成長とは裏腹に、国民の幸福度や生活満足度は大

きく変化していないということから、 年頃から実証研究が行われてきた。日本における現在までの研

究より、経済的な豊かさ以外の要因として、就業状態、健康状態、婚姻状態・子どもの有無、教育、性

別、年齢が幸福度に影響を与えるということ、そしてその影響の大きさが明らかになってきており、多く

の結果は海外の先行研究の結果と整合的である。これらの先行研究に加えて、近年ではソーシャル・キャ

ピタルが幸福度を高めるとして実証研究が進んでいる。

報告者は、特にソーシャル・キャピタルと幸福度の関係に焦点をあて、 ソーシャル・キャピタルは、

人がトラウマになるような経験をした際のショックを緩和させ、幸福度の低下を防ぐか というリサーチ

クエスチョンのもと実証分析を行った。分析には、日本版 （ ）を用い、

幸福度には （不幸せ）から （幸せ）の順序変数を、ソーシャル・キャピタルを捉える変数として一般

的信頼を使用した。分析の結果より、人を信頼している個人は人を信頼していない個人と比べて、トラウ

マになるような経験をした後の幸福度が高いことが明らかとなった。このことから、人への信頼がショッ

クを緩和させるような役割を果たしていることが示唆された。ただし、本分析は因果関係については厳密

には示すことが出来ていないため、因果関係の特定が今後の研究課題である。
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後 段〔司会 安室 憲一 教授〕

．発表者 松村 政樹 教授

．演 題 業界における競争戦略 ネットワーク外部性を中心に

．要 旨

日本企業の組織間関係は、従来の 垂直的統合 を中心としたものから、専門化した企業同士が協働す

る 水平的分業 へと変化しつつある。高度化する要素技術を自社で抱え込むよりも、各分野の専門企業

の技術を利用することが望ましいと考えられてきたからである。そこで、専門企業の提供する財やサービ

スと、それらを求めるユーザーとの橋渡しとなる場を提供する プラットフォーム戦略 が注目されるよ

うになってきた。また、生産工程において求められる要素技術の高度化に伴い、企業間の協力関係を構築

したり、ユーザーと企業の間の情報交換を促進したりするためにプラットフォーム戦略を採用する企業も

見られる。そこでは、ユーザーの早期獲得を目指すとともに、協力関係を築く 補完企業 の獲得を試み

ることになる。

本報告では、プラットフォーム戦略を採用することで急成長を遂げている

（以下、 ）業界を取り上げ、そこで採用されている競争戦略を検討する。結果として、競争の激化に

伴い、 を運営する企業の戦略は、自社の利益を重視した、近視眼的なものとなる傾向が見られるこ

とを主張する。

例えば、 に協力してくれる補完企業の数には限りがあり、それらを少数の が奪い合う、とい

う業界の構造が背景にあるため、競争が激しくなればなるほど、 プラットフォームの価値増大 という

長期的目標から、 ライバルに打ち勝つために補完企業を管理する という短期的目標へと方針転換せざ

るを得なくなる。このように、 においては、プラットフォームの価値増大およびライバルとの競争

を同時に達成することは難しい、というジレンマを抱えるのである。

さらには、業界の持続的な発展を考えた場合、 を運営する企業だけでなく、ユーザー、補完企業

という三者の利益を考慮することが望ましいと考え、それを可能にする方策に関しても検討している。



第 回 研究発表会（平成 年 月 日）

前 段〔司会 南方 建明 教授〕

．発表者 中嶋 嘉孝 准教授

．論 題 家電量販店業界の史的展開

．要 旨

会 報

本発表は、家電量販店業界について、どのようにして家電量販店業態が出現し、メーカー系列店からパ

ワーがシフトするまで成長したのかを、史的展開のアプローチから分析したものである。

まず特異な構造になっていた日本の家電流通は、家電量販店主導型の構造に大きく変化している。日本

の家電流通は、メーカーが販売会社、系列店により流通系列化を行い、家電メーカー主導のチャネルが構

築された。しかし現在では、卸売段階の地域別販社制は統一され、小売段階では家電量販店チャネルと系

列店チャネルのシェアが逆転している。

つぎに現在の中心的チャネルである家電量販店業界がどのように変化してきたのかを、時系列に考察し

た。家電量販店は、 年代にかけて以下の類型から成長した。第 類型は、小売兼業型卸売業が小売専

業に転換し、成長したものである。これらは、秋葉原や日本橋の電気街において多く見ることができた。

第 類型は、流通系列化のひずみによって生まれたバッタ屋からディスカウントストア、そして家電量販

店に成長したものである。第 類型は、系列店が拡大し、家電量販店に成長したものである。それらの

類型のうち、今日では第 類型に該当する企業が成長し、上位企業の寡占化が進み、第 、 類型の家電

量販店において経営危機や経営破たんが相次いでいることを解明した。

そして米国、本学比較地域研究所のプロジェクトによる東南アジア諸国における家電量販店の視察を中

心とした実態調査により、家電製品は液晶テレビなど新興国、先進国においても同じ製品を売る、いわゆ

る世界同時立ち上げが加速している。しかしそれらを売る家電量販店業態は、国別に異なる発展過程を経

ていることを解明した。また各国家電量販店の発展は、日本と同様の発展を見せる国は見当たらず、また

世界共通のフォーマットも存在しないことも解明した。今後の研究課題は、家電流通の国際比較研究をさ

らに進め、グローバル規模の家電量販店は成長できないのではないかという仮説を導きだし、研究中であ

る。
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後 段〔司会 山本 誠 教授〕

．演 題 プロジェクト・マネジメントにおける管理会計の役割

─建設プロジェクトにおける考察─

．発表者 坂手 啓介 准教授

．要 旨

我が国建設産業は長期的に苦しい状況が続いている。このような状況下で、建設会社は海外へ進出して

いかざるを得ない。国内とは違い、海外プロジェクトでは紛争が多いが、訴訟なれしていない我が国建設

会社は、海外企業に比べ遅れていると言わざるを得ない。

管理会計の先行研究では、戦略的原価管理の重要性に焦点が当てられている。ただ、海外建設プロジェ

クトでは長期性や高い不確実性に起因する超過原価の発生リスクが非常に高いため、超過原価の責任割

当、業績測定、もめた場合の責任の判定方法などを事前に契約で定めることも重要である。

契約に関しては、一例として の契約条件書が利用可能である。その中に発注者の代理人ではあ

るが、中立的な立場としてのエンジニアという役割があり、そのエンジニアの役割の中に管理会計の担う

べき役割が存在すると考えられる。

また、欧米ではパートナリングという手法を採用することにより、リスク事態の解消を図る事例も見ら

れ、かなりの成果が得られている。また、誕生当初は紳士協定でしかなかったパートナリングが英豪では

契約化されるようになっている。このような動向からも、海外建設プロジェクトでは契約が重要であるこ

とが伺える。パートナリングでは、管理会計は計画段階での建設原価の戦略的原価管理だけでなく、工事

原価の低減および超過部分をどれだけ利害関係者に報酬またはペナルティーとして配分すべきかなどの決

定に関しても大きな役割を担うと考えられる。

海外建設プロジェクトにおいては国外であること、および建設プロジェクトの特徴といったことを理由

に、契約の適切な締結と履行への貢献に対して強い役割要請があり、管理会計はその中で大きな役割を示

すものと思われる。



第 回 研究発表会（平成 年 月 日）

前 段〔司会 片山 隆男 教授〕

．発表者 中野 浩司 助教

．演 題 人々はなぜ協力行動をとるのか？

─公共財供給実験からのアプローチ

．要 旨

会 報

本研究では、二度と同じ相手と出会わず匿名性が保たれた環境において、なぜ人間が協力的に行動する

のか明らかにするために公共財供給実験を実施した。実験デザインの特徴は、自分と相手に対してどれぐ

らいの重みづけをしているのか測る 尺度を用いて選好を直接的に計測したこと

にある。これにより、選好の違いが公共財への投資数にどのような影響を与えるのか明示的に示すことが

できる。また、自分の投資数を決めるだけではなく、相手の投資数の予想を表明させることで、被験者が

条件付き協力行動をとっているのか確認できるようにした。

本研究の分析結果から、協力的タイプの平均投資数は利己的タイプよりも大きいが、両タイプの平均投

資数の差はゲームを繰り返すごとに小さくなることがわかった。なぜ選好の違いによって、このような違

いが生まれるのか検証するために変量効果モデルを用いて分析した結果、ゲームを繰り返すにつれて、被

験者が予想する相手の投資数が小さくなることに起因することが明らかとなった。

協力的タイプも利己的タイプも、どちらも条件付き協力行動をとっているが、予想する相手の投資数に

対する限界的な投資数は協力的タイプのほうが大きい。これは、両タイプの協力行動の違いが、これまで

の研究で考えられていた温情効果ではないことを示している。本実験では 回ゲームを繰り返したが、

ゲームを繰り返すごとに、学習効果によって被験者が予想する相手の投資数が小さくなり、両タイプの投

資数の差は観察されなくなっていく。

これまでの実験研究では、経済理論と実験結果の差を観察することで、選好を間接的に計測する方法を

用いることが多かったが、本研究の分析結果は、選好を直接的に計測することが、人間の協力行動をより

深く理解するうえで重要であることも示唆している。
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後 段〔司会 海堀 勲 教授〕

．発表者 松尾 満 教授

．演 題 ホーソーンの描く芸術家

─ 美の芸術家 を中心にして─

．要 旨

かつて パリントンが アメリカ思想主潮史 において、ホーソーンのことを 果てしなく影を

扱っていた作家で、悪こそが彼の知的生活の中心となる魅力的な問題だった と酷評したことは有名だ。

なるほど彼の作品は一見して時間的・空間的に 世紀の現実から遊離しているように思える作品が少なく

ない。 ラパチーニの娘 にしたって、得体の知れない美女、異常なまでに 毒 に執着する偏執狂とも

いえる父親、エデンの園を想起させる庭、あまりに空想的かつ現実離れしており、読者はまるでお伽噺の

世界に足を踏み入れたような錯覚に陥ってしまう。しかしながら、そこはアダムとイブの戯れたエデンの

園ではなく、“ ”なものとも無縁の世界だ。 美の芸術家 もオーエンが 蒸気機関 を見学させ

られて驚愕する場面があり、これは 年代以後のことだから作者とほぼ同時代を背景にしていることは

明白だ。ホーソーンの個々の作品を分析していくと、当時のアメリカの現実としっかりと結びつく作品も

多い。彼は実に巧みにそして正確に現実社会を描写している。芸術家と社会の関係、芸術家の苦悩は 美

の芸術家 に最も色濃く表れている。けれども芸術家ホーソーンを論じる場合の対象との間の距離の問題

は、ラパチーニ博士の植物に対する態度を見れば明らかだ。博士の植物を観察する真剣な眼差しは何者も

かないはしない。しかし一方では、それらとの接触を極力避けている。これは対象となるものを 正確

に分析する能力があるからこそ、一定の距離をおいてしまう、と言った方がいいだろう。分厚い手袋やマ

スクは明らかに対象となるものとの 距離 を暗示しており、博士の 懐疑的 な態度は物事の本質を知

る者にとって自然な行為であると言える。ホーソーンは単なる傍観者では決してあるまい。多少距離を置

いていたきらいはあるが、 世紀のアメリカにしっかりと腰を据えて、周囲の状況を丹念に分析していた

のだ。
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