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1.0.1　イノベーションとは

青島　矢一 ∗

初版発行日：2018年 8月 28日、最終更新日：2021年 7月 28日

リード文

そもそもイノベーションとは何であるのか。なぜイノベーションは重要であるのか。イノベー

ションとはどのような特質をもつ現象なのか。イノベーションを実現するためにわれわれは何に注

目すべきなのか。これらの問いに答えつつ、我々が明らかにしたい論点を整理する。

キーワード

イノベーション、価値、変革、経済成長

本文

1 イノベーションとは

イノベーションとは、一般には「何か新しいものを取り入れる、既存のものを変える」という意

味をもつ。日本ではいまでもイノベーションを「技術革新」と訳すことが多いが、本来の意味は

もっと広く、技術の革新に限定されるものではない。実際、技術革新と最初に訳語をあてた『経済

白書』においても、「技術革新とはいうけれど、・・・消費構造の変化まで含めた幅の広い過程であ

る」とわざわざ断っている。とはいえ、一人歩きした訳語が、イノベーションの意味を矮小化して

きたことは否めない。「何か新しいものを取り入れる、既存のものを変える」という本来の意味での

イノベーションは、教育、芸術、政治、軍事、スポーツなどあらゆる分野に存在するが、ここでは、

経済システムにおけるイノベーションに限定して言及する。そこには、製品やサービスなど経済取

引の対象自体の革新と、それらを開発、生産、販売する方法やプロセス、組織の革新が含まれる。

経済システムにおけるイノベーションの定義を語る上で誰もが引用するのがシュンペーター

（Schumpeter）である。シュンペーターは、イノベーションを、「新規の、もしくは、既存の知識、
資源、設備などの新しい結合」と定義している (Schumpeter, 1934)。つまりイノベーションとは、
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知識や物、力を、従来とは異なった形で結合する「新結合」である。シュンペーターはこの新結合

には、（1）まだ消費者に知られていない新しい商品や商品の新しい品質の開発、（2）未知の生産方
法の開発（科学的発見に基づいていなくてもいいし、商品の新しい取り扱い方も含む）、（3）従来
参加していなかった市場の開拓、（4）原料ないし半製品の新しい供給源の獲得、（5）新しい組織の
実現の５つがあると説明している。

ここでは、このシュンペーターの古典的な定義を踏襲しつつ、イノベーションを「社会に価値を

もたらす革新」と定義する。「価値」と「革新」という２つの側面からイノベーションをとらえて

いることがこの定義の特徴である。

1.1 価値の追求

イノベーションの 1つ目の側面は「価値」である。イノベーションは、革新的なアイデアが、具
体的な製品や製法、サービスとなり、それらが社会に受容されてはじめて実現する。新しければイ

ノベーション、変化すればイノベーション、というわけではない。単なる空想や思いつきのアイデ

アはもちろん、新しい現象の発見や新しい原理の発明も、それ自体ではイノベーションとはいえな

い。シュンペーターも、イノベーションがインベンション（発明）と異なることを強調している。

発明は、商業的な意図とは関係なくあらゆる場面で生じうるものである。一方イノベーションは、

経済活動の文脈において商業的な目的をもって実行される特定の社会的活動である (Schumpeter,
1934)。革新性はあくまでもイノベーションの必要条件にすぎない。イノベーションと認められた
革新に対して消費者は、それを生み出すのに費やされた資源（ヒト、モノ、金、情報）の価値を超

えるだけの追加的な価値を認めていたということになる。だからこそ、その革新は広く社会に受け

入れられ、事後的に、イノベーションと認識されることになる。

1.2 革新

イノベーションの２つめの側面は「革新」である。革新の内容は、狭義の技術革新にとどまるも

のではない。それは、新技術、新製品、新サービスだけでなく、それらを生産するための方法、ま

たそれらを顧客に届け、保守、サポートする仕組み、さらには、それらを実現するための組織や企

業システム、収益獲得のビジネスモデル、人材育成方法、社会制度の革新などが含まれる。後述す

るように、これらのイノベーションは相互に関係しあって大きなシステムを形成している。

「革新」という言葉は、通常、従来の慣行からの大きな飛躍をイメージさせる。実際に、シュン

ペーターが想定していたイノベーションも、過去からの延長上にはない、非連続な革新であった。

例えば、彼が残した名文の一つに、「いくら郵便馬車を列ねても、それによって決して鉄道を得る

ことはできない」(Schumpeter, 1934)というものがある。確かに、革新という点を強調するのであ
れば、非連続的な革新のみをイノベーションと呼ぶのが適切に思えるかもしれない。しかし、イノ

ベーションの経済的効果や社会生活に対する影響という観点からすると、非連続的なイノベーショ

ンの後に続く、継続的で小刻みな改善型の革新の方がむしろ重要であるかもしれない。イノベー

2



ションは、非連続的で画期的な革新と連続的で漸進的な改善が組み合わさって、社会経済システム

に浸透していくものである。

2 イノベーションはなぜ重要か

2.1 経済成長の牽引

イノベーションは経済成長を牽引する重要な役割をもっている。日本を含む先進国を中心として

期待するほどの経済成長が実現できなくなっている中で、政府は、突破口としてイノベーションを

叫ぶようになっている。日本の科学技術政策が、科学技術イノベーション政策と名称を改め、かつ

てより経済成果を強調するようになったのにも、こうした背景がある。

日本が経済成長を実現する上でイノベーションの役割はとりわけ大きい。経済成長は投入要素で

ある資本か労働が増加するか、あるいは生産性が上昇するかのいずれかによって実現する。生産性

の上昇とは、同じ量の資本と労働で、より多くの生産物をうみだせるようになることであり、それ

は技術の進歩などによって可能となる。日本の現状を考えると、労働と資本の増加により経済成長

を望むことは難しい。労働人口が長期的に減少することは明らかであるし、貯蓄率の低下とともに

資本の増加率も鈍化していくことが予測されるからである。となれば、頼みの綱は生産性の上昇で

あり、それは多分にイノベーションの創出にかかっている。

2.2 社会生活の変革

イノベーションには、量的な経済成長だけでなく、われわれの生活の質を根本的に変える力があ

る。イノベーションは社会が抱える課題や問題を次々と解決してきた。だからこそ常に社会はイノ

ベーションを希求する。もちろん決してプラスの影響ばかりではない。イノベーションが社会生活

に不安や危険をもたらすこともあるだろう。イノベーションの善し悪しの社会的判断に関する議論

はここでの範疇を超えているが、イノベーションを積極的に評価、賞賛するにせよ、否定的、懐疑

的にとらえるにせよ、その創出メカニズムを理解することが重要であることには変わりない。

2.3 企業の浮沈

イノベーションは企業の浮沈を大きく左右する。多くの企業はイノベーションをきっかけとして

生まれ、成長する。そうして成長した大企業は、優れた製品やサービスを持続的に提供することに

よって、産業内での安定的な地位を確立する。しかしその地位も、新たなイノベーションを携えて

登場する新興企業の登場によって、しばしば脅かされる。企業はさまざまな理由で経営危機に陥る

が、イノベーションによる他社からの攻撃はもっとも重要な理由の１つである。イノベーション

は、産業の主役交替を頻繁に引き起こすようになっている。

企業の長期的成功の背景にはイノベーションがあるし、予期せぬイノベーションの烈風が吹け

ば、その成功も一夜にして吹き飛んでしまう。自らがイノベーションをいかに生み続け、やむこと
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のないイノベーションの攻撃にどう対応していくのか。これは、大小問わず、企業の経営者にとっ

ての最大の戦略的課題である。

3 イノベーションの本質

3.1 知識の営み

イノベーションは、製品やサービス、生産設備など具体的な形となってわれわれの目に触れる。

しかし、それらに体化されているのは、新たに創造された知識である。イノベーションの直接的な

アウトプットは目に見えない知識であり、それを具体化してわれわれに利用可能な形としたもの

が、製品やサービスなどである。イノベーションの第一の特質は、それが知識という無形の財を創

造する活動の結果だという点である。このことが、その他の経済的活動とイノベーションを生み出

す活動を区別している。

3.2 不確実性

イノベーションの第二の特質は、その実現過程に常に高い不確実性が伴うことである。イノベー

ションの実現過程は、事前に綿密に計画され、周到に準備できるようなものではない。それは、

様々な予期せぬ障害や苦労を乗り越え、時には偶然に導かれ、紆余曲折を経て前進していく過程で

ある。イノベーションの源となる革新的なアイデアは、その実用化可能性と経済価値に関して不確

実性に満ちている。

3.3 社会性

イノベーションを「技術革新」と訳している限り、そこには無機的な響きが残る。技術の革新は、

われわれの通常の社会生活の外側で起きていると考えがちである。しかし、イノベーションを創造

するのも、イノベーションを受け入れるのも、人間であり、企業である。担い手であり受け手でも

ある人間や企業が社会に埋め込まれた存在である限り、イノベーションも社会的な行為もしくは営

みであり、社会的なプロセスと切り離して考えることはできない。そこには偉大な発明家や特異な

起業家だけでなく、多くの普通の人々も大いに関わり、重要な役割を担っているのである。

それゆえイノベーションの創出は、人間や社会のその時々の都合や能力の限界によって制約を受

ける。人間の情報処理能力は限られており、限定された範囲内でしか合理的に判断、行動できな

い。新しい技術の意味や価値に対する解釈も、人によって異なり、その多様性が時として、イノ

ベーションの方向性を左右することがある。

3.4 システム性

イノベーションは、様々な要素が組み合わさってはじめて、社会に価値をもたらす。つまり、常

にシステムを構成し、システムとして機能している。
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システム性は、イノベーションに相互依存性をもたらす。それゆえ、イノベーションは、関連す

る様々な要素に依存し、また影響を与えながら、成立するものである。単独の製品やサービスがい

かに優れていたとしても、既存の関連するシステムとの互換性がなかったり、新たな補完的システ

ムが構築されていなければ、それらが社会に受け入れられることはない。イノベーションを広い文

脈、関連する仕組みとの関係性においてとらえることが大切となるのは、こうしたシステム性のた

めである。

尚、本章は一橋大学イノベーション研究センター (2017)第 1章を要約したもので、詳細は本書
をご覧いただきたい。
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1.0.2イノベーション・プロセスのモデル

永田晃也 ∗

初版発行日：2018年 8月 28日、最終更新日：2021年 7月 14日

リード文

本節では、イノベーション・プロセスのモデルについて概説する。まず、情報のフローからみた

モデルとして「リニア・モデル」と「連鎖モデル」を概観した後、イノベーションの決定要因から

みたモデルを紹介する。

さらに、後者に対立する非決定論的なイノベーション・プロセスの捉え方を取り上げ、その実践

的意味をイノベーションは計画できるかという観点から検討する。

キーワード

リニア・モデル、連鎖モデル、技術プッシュ、需要プル、専有可能性、技術機会、補完的資産、

非決定論、社会構成主義

本文

1 はじめに

本節では、イノベーション・プロセスの「モデル」について概説する。

「モデル（模型）」という表現方法は、多くの学問分野で、また様々な目的に応じて採用されてい

る。代表的なモデルとして、ある対象の構造、プロセス、行動様式などを模式的に表現するための

「記述的 (descriptive)モデル」と、ある目標を達成するための手続き、方法などを一般的に表現す
るための「規範的 (normative)モデル」が挙げられる。ここで言うイノベーション・プロセスのモ
デルは前者に該当し、イノベーションが実現していくプロセスを模式的に記述したものを意味して

いる。

この意味でのイノベーション・プロセスのモデルには、プロセスを構成する要素のうち何に焦点

を当てるかによるバリエーションが存在する。以下では、情報のフローに焦点を当てたモデルと、
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イノベーションの決定要因に焦点を当てたモデルを紹介する。また、決定要因に焦点を当てたモデ

ルに対する批判的観点として「非決定論」的なイノベーション・プロセスの捉え方に言及する。

なお、本節の対象は、ここで参照する先行研究の語法に則して「科学技術イノベーション」では

なく「イノベーション」のプロセスとするが、先行研究が対象としてきたイノベーションには科学

技術の研究開発プロセスが含まれているため、本節での「イノベーション」は実質的に「科学技術

イノベーション」と同義と考えて良い（両者の概念的な区別については別節の議論に譲る）。この

ことを踏まえて、最後に科学技術イノベーション政策のパースペクティブとしてのイノベーショ

ン・プロセスに関するモデルの意義と限界について検討する。

2 情報のフローからみたモデル―リニア・モデルと連鎖モデル

Kline and Rosenberg (1986)は、第二次世界大戦後に西欧で一般的に考えられてきたイノベーショ
ン・プロセスを図 1のように表し、これをリニア・モデルと呼称した。このモデルでは、研究で生
み出された技術情報が、開発、製造、マーケティングへと順次受け渡されていく継起的な段階とし

てイノベーション・プロセスを捉えている。

図 1 リニア・モデル

出所：Kline and Rosenberg (1986)

現実のイノベーション・プロセスが、このモデルの示すとおりであるならば、イノベーションを

推進しようとする国や企業は、まず研究段階に注力しなければならないということになる。しか

し、実際には巨額の研究投資を行った国や企業が、イノベーションによる優位性を確保できるとは

限らない。このことは、現実のイノベーション・プロセスが、リニア・モデルの想定よりも遥かに

複雑であることを示唆している。

そこで Kline and Rosenberg (1986)は、イノベーションに伴う情報のフローを包括的に記述した
「連鎖モデル (Chain-Linked Model)」を提唱している（図 2）。　連鎖モデルは、「研究」、「知識」お
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よび業務プロセスのフローを表す３つの階層からなっている。潜在的な市場を発見し、そのニーズ

に応えるための製品を生産し、流通させるまでの業務プロセスは、単純に時間に沿って段階的に遂

行されるのではなく、しばしばある段階で生じた問題を解決するために、前の段階に情報がフィー

ドバックされることがある。この図 2は、段階的な連鎖を C、フィードバックの回路を fまたは F
として描いている。また、ある段階で生じた問題を解決するためには既存の知識が参照されるが、

既存の知識で解決できない場合には、その問題は研究課題となる。この回路は、K―Rとして表さ
れている。科学研究の成果がまれに急速なイノベーションを引き起こしたり（D）、イノベーション
の産物である計測機器、工作機械などが科学研究を促進する場合もある（I）。

図 2 連鎖モデル

連鎖モデルは、多様なフィードバック・ループが存在することにより、イノベーション・プロセ

スの各段階が複雑な相互関係を持っていることを図式的に示している。この図式が示唆する重要な

ポイントは、リニア・モデルの想定とは異なり、研究に限らず様々な段階がイノベーションの出発

点になり得ることを示していることである。また、研究と業務プロセスのフローの間に、それらの

活動によって蓄積されるストックとしての知識の階層を明示している点も、このモデルの特徴のひ

とつである (永田晃也, 2003)。

3 イノベーションの決定要因からみたモデル

イノベーションの決定要因に関する古典的な仮説は、「技術プッシュ」と「需要プル」として知

られている。前者はイノベーションを発生させる要因として新技術の創出を重視し、後者は需要の

存在を重視する見方である。これらのうち、いずれが支配的な要因であるのかをめぐっては、多く
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の実証研究が行われてきた (Utterback, 1974;Mowery and Rosenberg, 1979)。他方、それらの実証研
究は、より本質的な決定要因の発見をもたらすことにもなった。

後藤晃 (2000)は、図 3のようなイノベーション・プロセスのモデルを提唱している。このモデ
ルでは情報のフローは単純化され、敢えてリニアに描かれているが、イノベーションの決定要因が

作用する局面を具体的に示している。

図 3 イノベーションの発生メカニズム

まず研究開発の段階においては、新たな技術知識の創出を効果的にもたらす要因として「技術機

会 (Technological Opportunities)」が作用する。技術機会とは、研究開発をとりまく様々な情報源に
よって提供される機会であり、具体的には獲得された情報が新規プロジェクトの提案や、既存プロ

ジェクトにおける問題解決に結びつくことを意味している。

創出された技術知識が、イノベーションとして実現されていく局面では、「補完的資産 (Comple-
mentary Assets)」が成否を左右する要因となる。もとよりイノベーションは、新たな技術知識のみ
では実現しない。その技術知識を新製品や新製法に具現化し、市場で利益を上げていく過程では、

所要の生産設備や販売網などを保有しているか、有利な条件でアクセスできることが重要な鍵とな

る。こうしたイノベーションの実現に必要となる資産が、補完的資産と呼ばれている。

イノベーションが生み出す全体的な利益の大きさは、需要によって規定される。この利益を企業

が回収する局面に作用する要因が「専有可能性 (Appropriability)」である。専有可能性とは、イノ
ベーションを実現した企業が、その利益を自ら回収できる程度を意味している。発明者利益とし

て回収された利益は、新たな研究開発を行うための原資となる。したがって、専有可能性が低く、

利益の多くがスピルオーバー（流出）してしまう状況のもとでは、企業は持続的にイノベーショ

ンを追求することが困難になる。専有可能性は、特許制度による権利保護の強度、技術知識その
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ものの暗黙的な性格、経験曲線効果などの多様な要因の影響を受けることが知られている (Teece,
1986;Levin et al., 1987;Cohen et al., 2002)。

4 非決定論的視座によるイノベーション・プロセスの捉え方

決定要因に焦点を当てたイノベーション・プロセスのモデルは、新技術なり潜在的な需要といっ

た何らかの先行要因の存在が、その後のイノベーションの方向を決定づけるという見方を前提とし

ている。こうした「決定論」的な見方に対して、イノベーションの方向性は技術に対する多様な解

釈の相互作用によって形成されるとする「非決定論」的な捉え方が提起されている。この見方によ

れば、解釈が固定化された後の技術の発展過程に擬似的な因果関係が観測されることになる (加藤
俊彦, 1999)。
このような非決定論的視座は、現実の認知は社会的に構成されたものであるとする「社会構成主

義」(social constructionism)の立場にある。技術に対する解釈がイノベーションの方向に影響を及
ぼすという主張の裏付けは、この立場から記述された自転車の技術史に見出すことができる。

Bijker et al. (1987)によれば、1870年頃に量産され、Penny-Farthingまたは Ordinaryの名称で知
られる初期の自転車（図 4参照）は、これを専らスポーツ用具として解釈した若年男性によって歓
迎された。この型の自転車はスピードを出せるが、サドルの位置が高く危険であったことから、ド

レスを着た婦人などの他の社会的グループには受け容れられなかったため、後にサドルの位置が低

く、後輪をチェーンで駆動するセーフティ型の自転車が開発された。しかし、19世紀には自転車
をスポーツ目的で使用する立場が支配的となったため、セーフティ型の自転車は商業的に失敗した

とされている。
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図 4 Penny-Farthung
出所：Wikimedia Commons

この事例は、速くかつ安全に移動するための道具としての自転車に対する潜在的な需要も、それ

を実現する技術も存在していたにも関わらず、セーフティ型の自転車が長らくイノベーションと

して成立しなかった要因が、自転車の用途に対する当時の支配的な解釈にあったことを示してい

る。潜在需要にせよ新技術にせよ何らかの「決定要因」が先行して存在したという認知は、セーフ

ティ型の自転車がイノベーションとして成立してから構成される「後知恵」に過ぎないということ

になる。

5 イノベーションは計画できるか

あるイノベーションの決定要因が何であったのかは、当該のイノベーションが成立した後になら

なければ認知できない―非決定論的な視座が提起するメッセージをこのように捉え返すならば、そ

れは常識的な言明の域を出ないものである。しかし、これを常識として踏まえておくことは、イノ

ベーションの促進に取り組む実務家にとって、イノベーション・プロセスに関する先入観を排除す

るために役立つであろう。ただ、イノベーションを何らかの先行要因と結びつける因果モデルが

常に後知恵によって成立するのであるとしても、それは何らかの因果仮説を持って計画的にイノ

ベーションを促進しようとするアプローチの無効性を意味しているのではないという点に注意を要

する。

この点を理解する上では、３Mが実施したプロダクト・イノベーションの１つである「ポスト・
イット」の成立過程を振り返っておくことが有用である。３Mには 15%ルールと呼ばれる不文律
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があり、研究開発部門の社員は勤務時間の 15%を自由なテーマに使えることになっている。ポス
ト・イットに使用された接着剤は、15% ルールを活用した開発担当者スペンサー・シルバーの試
行錯誤から生み出されたものであるが、当初は何にでも付くが簡単にはがれる「失敗作」と解釈さ

れていた。しかし、この接着剤に関する報告を社内の技術交流会で聞いていたコマーシャル・テー

プ事業部の研究者アート・フライは、1974年のある日曜日に教会で聖歌隊の一員として賛美歌を
歌ったときに、歌集のしおりが落ちないようにできないものかと考え、件の接着剤の用途に思い

至った。その後、フライは「落ちないしおり」の開発を自主的に進め、試作品の社内配布などを経

て、その商品価値につきコマーシャル・オフィス・サプライ事業部を説得した。ポスト・イットが

商品化されたのは、シルバーの報告から 8年後、フライによるアイデアの着想から７年後の 1981
年であった。

ポスト・イットに使用された接着剤は、「落ちないしおり」を開発するという計画のもとに生み

出されたのではない。また、「落ちないしおり」の開発は、もともとオフィス・サプライ事業部の

計画に含まれていたわけではない。その意味では、３ Mにとって収益の柱の１つとなったプロダ
クト・イノベーションは偶然の産物である。しかし、そもそも 15%ルールが存在しない企業では
変わった接着剤が生み出される機会はなかったであろう。また、３ Mに「汝、アイデアを殺すな
かれ」という 11番目の戒律が存在することは今日広く知られているが、そのようなエートスを持
たない企業であれば、研究者が所属事業部の課題から逸脱するテーマを追求することは禁止されて

いた筈である。それ故、「ポスト・イットの開発には偶然の積み重ねという部分があったとしても、

その開発を可能にした３Mの環境は、偶然の産物ではない」(Collins and Porras, 1994)と言えるの
である。

6 科学技術イノベーション政策への含意

以上のように、複雑なイノベーション・プロセスの理解枠組みとなるモデルを構築するための議

論は、イノベーション・プロセスが技術知識の創造を伴う場合でも、その起点が必ずしも研究にあ

るとは限らず、多様なステージでの問題発見などを起点とする情報の連鎖がイノベーションを成立

させていることを明示してきた。　また、モデルの前提となる知見を提供するイノベーションの決

定要因に関する研究は、イノベーションの成立には、研究開発の効率を左右する技術機会ばかりで

なく、利益の専有可能性、補完的資産へのアクセス、需要の規模などの経済的な要因が関与してい

ることを明らかにしてきた。　こうした先行研究から得られる政策的な含意は、イノベーションの

活性化を目指す政策が企業の研究開発に対する支援や、大学・公的研究機関の研究力を高める施策

に止まる限り、その政策効果は限定的なものにならざるを得ないということである。従って、科学

技術イノベーション政策の担当者には、研究開発のフェーズだけではなくイノベーション・プロセ

スの全体像を念頭に置いて政策立案に取り組むことが求められる。　さらにイノベーション・プロ

セスに関する近年の研究は、イノベーションに先行して何らかの決定要因が存在するという認知が

イノベーションの成立後に得られる後知恵であり、現実のイノベーション・プロセスは多様なアク

ターの相互作用を通じて社会的に構成されるものであるという見方を提起してきた。この見方は、
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イノベーションがしばしばアクター間の相互作用による予期せざる結果として生じる性格を持つ

ため、計画的に促進することは困難であることを示唆している。しかし、ポスト・イットの事例に

沿って見てきたように、あるイノベーションを成立させた技術とニーズの結合が偶然の産物である

としても、そのような偶然の結合は特定の組織的・制度的条件の下でしか起こり得ないということ

がある　それ故、イノベーションの確実な決定要因を事前に特定し、計画的にイノベーションを実

現させることは不可能であるとしても、イノベーションの発生確率を高める組織的・制度的条件を

科学的に明らかにし、その条件を整備する政策的アプローチには一定の有効性を期待することがで

きるのである。
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1.0.3　イノベーション・プロセスをシステムとして捉
える

永田晃也 ∗

初版発行日：2018年 8月 28日、最終更新日：2021年 7月 14日

リード文

「ナショナル・イノベーション・システム」とは、イノベーションの中心的な担い手である企業

が、政府、大学等のアクターとの間で形成するインタラクションを、一国におけるシステムとして

捉えた概念である。この概念は、個別のアクターや制度ではなく、それらが構成する全体像を政策

論議の対象とする思考方法を科学技術イノベーション政策に導入する上で、重要な役割を果たして

きた。

キーワード

ナショナル・イノベーション・システム、イノベーション・エコシステム、セクトラル・システ

ム、地域イノベーション・システム、クラスター

本文

1 はじめに

イノベーション・プロセスは、様々なアクター間ないし制度間の相互作用によって遂行される性

質を有していることから、特定のアクター等の要素に関する分析的アプローチと、分析によって得

られた知見の積み上げに止まる限り、要素間の相互作用がイノベーション・プロセスにもたらす影

響を捉え損なう虞がある。このため、一国におけるイノベーション・プロセスの特質を、要素間の

相互作用からなるシステムとしての全体像を持つものとして捉える「ナショナル・イノベーショ

ン・システム (National Innovation System: 以下 NIS)」の概念が提起された。
本章では、まず NIS研究の伝統と、そこで定義されてきた NISの概念を整理し、この概念が科

∗ 九州大学大学院経済学研究院　教授
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学技術イノベーションに関する政策論議に、どのような影響を及ぼしてきたのかを概観する。*1つ

いで、科学技術イノベーションの研究及び政策に対するシステム論的な視座の展開を、「イノベー

ション・エコシステム」や「地域イノベーション・システム」等の議論に即して見る。

2 ナショナル・イノベーション・システムの概念

NIS研究の端緒は、Freeman (1987)、Dosi et al. (1988)等によって拓かれた。Freeman (1987)は、
NIS を「新しい技術の開発、導入、修正、普及に関連する私的・公的セクターの諸制度のネット
ワーク」と定義している。その後、NIS の概念には様々な再定義の試みが行われているが、イノ
ベーションに関連するアクター間ないし諸制度間の相互作用にフォーカスしたものとして NISの
概念を提示している点においては、Freemanのシンプルな定義と同工異曲である。*2
様々な定義の共通項から NISに対する一般的な理解を抽出するならば、それは「イノベーション
の中心的な担い手である企業が、政府、大学等のアクターとの間で形成しているインタラクション

を、一国における有機的なシステムとして捉えたときに与えられる全体像」であると言い換えるこ

とができるであろう。

3 NIS研究の伝統

上記のような NISの概念は、歴史的・文化的背景が互いに異なる諸国民のイノベーション・プロ
セスを理解する上では、個別の制度的要素の総和に還元できない全体性を捉えることが必要である

との認識から招喚されたものである。この点は、Freeman (1987) が、そのサブタイトル (Lessons
from Japan)に謳っているように、まずイノベーションによって国際的な産業競争力を構築してき
た日本のシステムを解明するために NISの概念を適用したことに端的に示されている。
このような動機にはじまった NIS研究の領域では、初期の頃から活発な国際比較研究が行われて
きた。Dosi et al. (1988)の第５部‘National Systems of Innovation’は、Freeman、Nelson、Lundvall
らの論文によって構成されており、そこでは Freemanが日本の NISを概説する一方、Nelsonが米
国の NISに関する概観を提示している。Lundvallの論文は、アクター間の相互作用をサブシステ
ム・レベルに降りて分析することに向けられており、そのアプローチによる成果は、後に Lundvall
(1992)の中で体系化されている。

1993 年には、Nelson の編纂により本格的な国際比較研究の成果が刊行された。Nelson (1993)
は、国民１人当り所得水準などを指標として 15カ国を３つのグループに区分し、各国の NISに関

*1 以下のレビューは、永田晃也 (2002)および永田晃也・大西宏一郎 (2007)の一部を改稿したものである。
*2 例えば、OECD (1999)は、NISを「共同または個別に新技術の開発および普及に貢献する機関のセット。知識、スキ
ル及び新技術として定義できる文明の産物を創出し、保有し、移転するための、相互に関連し合う機関のシステム」
と定義している。また、科学技術庁 (1999)は、「イノベーションの過程に関係する機関 (主役となる企業、知識を提
供する公的研究機関、大学等)の活動、これらの機関の相互間での資源 (知識・人材等)の流れ、およびそれぞれの活
動に影響を与える外的要因 (例:政府による規制・奨励策、金融政策、雇用政策、教育・人材育成政策など)の総体」と
定義している。
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する記述を与えたものである。この比較研究における Nelsonらの問題意識は、経済活動のグロー
バリゼーションが進展している中にあって、何故各国の NISは収斂せず、多様性が存在し続けてい
るのかという点に向けられた。この国際比較研究により、各国の NISは、それぞれの制度や歴史的
背景に依存しており、したがって経路依存的 (path-dependent)な性格を有するものであること、ま
た各国の制度は技術と相互に影響し合いながら共進化 (coevolution) を遂げており、その結果とし
て各国に固有の NISが生成されていることなどが明らかにされた。
日本の NISに関する初めての包括的な記述は、Nelson (1993)において日本の章を担当した小田
切と後藤によって与えられた。後に小田切と後藤は、その研究を拡張・発展させ、Odagiri and Goto
(1996)を刊行している。

4 NIS研究の科学技術イノベーション政策への影響

以上のような NIS研究の動向を反映して、科学技術イノベーション政策に関する各国の行政機
関や国際機関では、NISの概念を導入した政策立案を指向する議論が活発化した。
議論の中心を担ったのは OECD である。OECD の TEP(技術経済プログラム) は、1991 年に公
表された声明の中で NISの概念を導入し、研究開発の環境整備を図るためには、経済政策、社会資
本整備、教育・雇用政策などの多岐に亘る政策に一貫性を持たせるとともに、国際調和の観点にも

配慮すべきである旨を述べている。さらに OECD では、科学技術政策委員会 (CSTP) の事業とし
て 1993年から TIP(イノベーション・技術政策ワーキンググループ)を新たに設立し、NISの分析
に基づいてシステムの効率を改善するための施策の検討を進めた。こうした活動の成果について、

OECD (1999)は、イノベーションに関する政府の役割としては市場の失敗を補うために研究開発
の総量を増やす施策を講ずるばかりでなく、研究開発の効率性を妨げているシステム的欠陥を是正

する必要があるとの共通認識が生まれていると評価している。

わが国では、「イノベーション」の振興を公式に所管する府省は長らく存在しなかった。も石渡

裕子 (2019)によれば、わが国で法令上「イノベーション」という語が初めて用いられたのは、平
成 20（2008）年の「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等
の効率的推進等に関する法律（法律第 63号、平成 30（2018）年「科学技術・イノベーション創出
の活性化に関する法律」に改称）である。また、周知のように総合科学技術会議の名称が総合科学

技術・イノベーション会議に改められ、「イノベーション」が内閣府の所管事務に規定されたのは、

平成 26（2014）年に行われた内閣府設置法の一部改正によるものである。
しかし、わが国でも OECD (1999)と同年に刊行された『科学技術白書』において、初めて NIS
の概念を用いた科学技術活動の報告が行われている。また、平成 18（2006）年 3月に閣議決定さ
れた第３期科学技術基本計画は、「科学技術システム改革」を目標に掲げ、産学官が一体となって

「イノベーションを生み出すシステムの強化」を推進することとしている。従って遅くとも、この

頃にはイノベーションに関心を持つ府省の間に NISの概念は広く浸透していたと見ることができ
るであろう。
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5 「エコシステム」というメタファー

以上のように NISの概念は、イノベーションの研究者らによって 80年代後半以降に提起され、
90年代以降の科学技術イノベーション政策に影響を及ぼすに至ったのであるが、90年代にはイノ
ベーションを指向する経営実務家や政策担当者の間で、新たに「イノベーション・エコシステム

(Innovation Ecosystem)」という語が広く用いられるようになった。　「イノベーション・エコシス
テム」とは、イノベーションの創出に関与する企業、大学、政府などのプレーヤーによる相互作用

と、それらを取り巻く周辺環境の全体像を「生態系 (エコシステム)」をメタファーとして表した語
である。このメタファーは、イノベーションは１企業の努力だけでは実現できず、多様なプレー

ヤーとの相互依存関係の中で成立するものだという実務的な問題意識を背景としており、当初、イ

ンテルをはじめとする IT系企業などにより「ビジネス・エコシステム」という語に用いられてい
た。それが 2000 年以降には、Iansiti and Levien (2004) などによって概念化され、米国競争力評
議会 (COC)が 2004年に発表した「パルミサーノ・レポート」として知られる政策提言‘Innovate
America’の中でも使用されるに至ったのである。
イノベーション・エコシステムの概念を NISのそれと比較すると、そこに理論的に重要な新規性
は認め難い。しかし、エコシステムという表現の選択は、ナショナル・システムの境界よりも広範

囲に亘るアクター間の相互作用関係を記述対象とする指向性を含む点に意義があると言えるであろ

う。もとより NIS の概念を提唱した研究者らの問題意識は、イノベーション・プロセスを国民国
家に閉じられたシステムとして捉える前提に立っていた訳ではなく、むしろ経済活動のグローバル

化とナショナル・システムの関係を理解することを積極的な動機としていたのであるが、その動機

故に記述の焦点はナショナル・システムの固有性に当てられることになった。これに対して、イノ

ベーション・エコシステムの概念は、グローバル経済そのものをエコシステムとして捉える方向に

記述の焦点をシフトさせたのである。

6 中範囲カテゴリーへの展開―セクトラル・システム

NISの概念については、一国のシステムを構成する産業や地域が同質的である筈はないという観
点からの再検討も加えられた。こうした再検討の試みは、ナショナル・システムと個々のアクター

を媒介する中範囲のカテゴリーを提起することになった。このうち産業ごとのイノベーション・シ

ステムの特質に注目したカテゴリー概念が、Malerba (2004) による「イノベーションのセクトラ
ル・システム」(Sectoral Systems of Innovation: 以下 SSI)である。

Malerbaが言うセクターとは、既存の需要またはエマージェントな需要に対応する製品グループ
のために組み合わされる一連の活動を意味している。また、SSI とは、知識ベースや技術を共有
し、当該セクターの製品を創造、生産、販売するために市場の内外で相互作用を行うエージェント

のセットによって構成されるものと定義されている。ここでエージェントとは、特殊な学習プロセ

ス、能力、組織構造、信念、目的および行動を伴う様々な集合レベルでの個人や組織である。エー
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ジェントは、コミュニケーション、交換、協働、競争、指揮などのプロセスを通じて相互作用する

が、その相互作用はまた制度によって形成されるものでもあるとされている。

Malerbaは、以上のように SSIの基本コンセプトを記述した上で、その特質に言及している。す
なわち、SSIは多様な構成要素の共進化を通じて変化と再編を経るものであるということ。および
SSIは、1)知識と技術、2)アクターとネットワーク、3)制度という３つの「ビルディング・ブロッ
ク」によって構成されているということである。

7 地域イノベーション・システム

NISの内部構造が、地理的・空間的に同質的である筈はないという着眼点は、「地域イノベーショ
ン・システム」(Regional System of Innovation: 以下 RIS) というコンセプトの提唱に結びついて
いった。しかし、その論理構成は Cooke (1998)にみられるように NISのそれと概ね同型的であり、
NISの空間的スケールを縮小した議論として捉えることができる。特定の地域の中でも、イノベー
ションの主要な担い手である産業部門が、大学等の学術機関および行政機関と相互作用しながら、

共進化を遂げているという訳である。*3

Saxenian (1994) も、イノベーションにおける地域的な優位性をモデル化した試みである。
Saxenianは、ともにハイテク産業集積地域として知られたシリコンバレーとルート 128号線周辺地
域の比較研究を行い、何故、前者では活発な起業活動が持続し、後者では起業活動が衰退していっ

たのかを分析した。その結果、専門化した起業家の集積が見られるシリコンバレーの地域システム

を「ネットワーク型システム (Regional Network-based Industrial System)」、統合度の高い大企業の
集積からなるルート 128 号線周辺の地域システムを「独立企業システム (Independent Firm-based
System)」として特徴付け、市場の要求や技術変化への対応における前者の優位性を論じている。

8 システムとしての「クラスター」

一方、NIS研究の直接的な影響下にはない研究者によって、RISのモデル化として理解できる概
念が独自に提起されている。Porter (1990)が、競争力のある産業の集積を意味するものとして提唱
した「クラスター (Cluster)」の概念は、その一例である。

Porterは、ある国の企業が特定の産業分野において他国の企業よりも素早くイノベーションを実
現できる要因を分析した。そこで提起された４つの条件と、それらの相互作用からなるフレーム

ワークは、クラスターの概念的なモデルとして広く知られている。４つの条件とは、生産活動の投

入要素である熟練労働やインフラストラクチャーなどの資源を意味する「要素条件」、市場におけ

る需要の水準を意味する「需要条件」、当該産業に対するサプライヤーなどを含む「関連産業・支

援産業」、競合他社の存在によって促される「企業戦略・競争戦略」である。Porterは、これら４つ
の条件が相互関係を持つものであることを強調し、図 1のように４点を結んだフレームワークを示

*3 このような関係を「三重らせん (トリプルヘリックス)構造」として捉えた Etzkowitz (2008)の議論は、中範囲カテゴ
リーのモデル化の試みとして位置づけることもできる。
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して「ダイヤモンド」と呼称している。

図 1 産業競争力の要因

出所:Porter(1990)

さらにポーターは、この諸条件のシステム的な性質が、競争力のある産業のクラスター化を促進

することを、様々な具体例を上げて指摘している。すなわち、Porter (1990)におけるクラスターの
概念は、「ダイヤモンド・システム」の一角を占める「関連産業・支援産業」という条件を介して、

競争力を持つ複数の産業が一国に集積した状態（すなわち産業のクラスター）を意味していた。と

ころが、この概念は、Porter (1998)において再論された際には、「ある特定の分野に属し、相互に
関連した、企業と機関からなる地理的に近接した集団」と定義され、その地理的な広がりは「一都

市のみの小さなものから、国全体、あるいは隣接数カ国のネットワークにまで及ぶ場合がある」と

された。また、その上でクラスターそのものを「システムであり、その全体としての価値が各部分

の総和よりも大きくなるようなもの、と定義できるかも知れない」と論じている。

　 Porter (1990)は、政策の役割について、競争的な環境を創出するための触媒に止まるべきで
あるとの見方に立っていたため、上述したモデルにもアクターとしての政府は明示されていない。

しかし、Porter (1998) における再論では、競争的な環境を創出するためにはマクロ経済政策のみ
では不十分であり、税制、労働市場政策、知的財産制度、反トラスト政策などのミクロ経済政策が

競争の激しさを決定する上で重要な役割を果たすとしており、ダイヤモンドの一角を占める「企業

戦略・競争環境」を強化する上で政府が果たすべき役割に踏み込んだ議論を展開している。また、

「要素条件」については天然資源、人的資源などと並べて行政インフラ、情報インフラ、科学技術

インフラを列記し、科学技術インフラの例としては「企業が競争の際に頼りにできる大学の研究機

関など」を上げている。
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わが国においても、2000年代に入ってから、クラスターという語は広く用いられるようになっ
た。その背景には、「産業クラスター計画」(経済産業省)、「知的クラスター創成事業」(文部科学省)
のようにクラスターの名を冠する地域政策が相次いで実施されたという経緯がある。各政策におい

て掲げられたクラスターの定義は以下の通りである。

• 産業クラスター：大学等の公的研究機関と周辺企業との間の技術革新に加え、より広域的に
大学等と企業の間や企業同士の連携が図られ、イノベーションと新事業・新産業の創出が連

鎖的に生じるシステム　

• 知的クラスター：地域において独自の研究開発テーマとポテンシャルを有する公的研究機関
等を核とし、地域内外から企業等も参画して構成される技術革新システム

これらの定義は、政策手段となる大学や公的研究機関の役割を中心に据えている点ではオリジナ

ルの定義と異なっているが、ここで留意すべき点は、いずれの定義もクラスターをイノベーショ

ン・システムと明記していることである。

科学技術基本計画に基づく我が国の地域科学技術イノベーション支援施策は、第 2期計画（2001
年度～2005年度）から第 3期計画（2006年度～2010年度）までクラスター政策を軸として推進
された。クラスター政策は、2009年に実施された事業仕分けにより、2010年度には一部事業が廃
止、または統合、再編、縮小されることになった。しかし、システムとしてのクラスターという概

念の導入は、第 4期計画（2011年度～2015年度）の「地域イノベーション・システムの構築」や
第 5期計画（2016年度～2020年度）の「イノベーション・エコシステムの構築」といった政策目
標を準備する上で重要な役割を果たしたと言えるであろう。

9 政策立案への含意

本章では、イノベーション・プロセスをシステムとして捉える理論や概念枠組みを、NIS から
RISに至る研究対象の変化に沿って概観した。それらの研究成果が、実際の科学技術イノベーショ
ン政策に及ぼした影響にも言及してきたが、あらためて今後の政策立案に向けて一般的な含意を導

出するならば、それは以下のように要約できるであろう。

イノベーション・プロセスは、多様なアクターや制度の相互作用からなる複雑なプロセスであ

る。従って、このプロセスに対する政策的な介入を計画する際には、当該施策が直接対象とするア

クターや制度に及ぼす効果のみを考慮するのではなく、施策の対象と相互作用関係にあるアクター

や制度に及ぼす間接的な影響も考慮しておかなければならない。また、個々の施策は単独で閉じら

れた作用を及ぼすのではなく、他の施策との補完関係や代替関係を有する場合があることも考慮し

ておく必要がある。施策間の相互関係の範囲は、科学技術イノベーション政策の枠を超える場合も

ある。

また、本章で見てきたように NISを構成するサブシステムとしてのセクトラス・システムや RIS
には多様性が存在する。国レベルで実施するマクロ政策と、産業別・地域別の施策の間に補完関係

を構築していく際には、このようなシステムの重層構造に配慮しておく必要がある。
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このような視点に立った政策立案を行わないと、個々の施策が十分な効果をもたらさないといっ

た事態も起こり得る。また、科学技術イノベーションは、良くも悪くも大きな社会的・経済的なイ

ンパクトをもたらす可能性があるため、そのプロセスに介入する政策を立案する担当者の世界観に

は、常に予期せざる負の結果を回避できる先見性と広角性が求められる。イノベーション・プロセ

スをシステムとして捉える視点は、かかる先見性と広角性を提供するものである。
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リード文

大学は、教育・研究・社会サービスの多様な目的を抱えるとともに、様々な学問領域から構成

される複雑な組織である。その複雑さゆえに、高等教育政策のみならず、科学技術イノベーショ

ン政策、産業政策の影響を受けるとともに、また政策実現を左右する重要なアクターの一つとな

る。よって、大学をいかに質的に高度化させていくのかは、国家戦略を考える上で重要な課題とい

える。本稿では、はじめに科学技術イノベーション政策における大学の役割を整理した上で (第１
節)、大学システムを取り巻く環境の変化 (第２節)、そして、大学システム・大学組織のイノベー
ション (第３節)について論じる。

キーワード

大学の多様化、知識基盤社会、大学の類型化、世界水準大学、評価国家、大学組織、アカデミッ

クキャピタリズム、企業的大学

本文

1 科学技術イノベーション政策における大学の役割

1.1 大学の多様な機能

大学の起源は、12世紀頃にボローニャ、パリにおいて出現した教師と学生の組合 (ウニヴェルシ
タス)とされるが、当時の大学の主な機能は法学や神学に関する教育であり、必ずしも大学は誕生
当初から研究機能を有していたわけではない (Haskins 2001;Perkin 2006)。大学に研究機能が持ち
込まれる上で重要な役割を果たしたのが、1810年にドイツで創設されたベルリン大学である。ベ
ルリン大学では、大学は新しい知識の創造により、ドイツ国家の発展を先導する役割を有すること

∗ 鎌倉女子大学准教授、コロンビア大学客員研究員（前政策研究大学院大学助教授）
† 政策研究大学院大学　教授
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が強調され、このドイツの近代的な研究大学は、その後各国に波及した (Geiger, 2015)。また、19
世紀後半にアメリカで設立されたランドグラント大学は、1862年のモリル土地付与法によって連
邦政府から提供された土地をもとに、農学、工学等の発展に寄与する大学として設立され、知識や

技術移転を通じた公共的なサービスが大学の中核的な機能の一つとなった (Altbach, 2001)。すなわ
ち、大学の機能は、国、時代とともに変遷しながら、主に教育、研究、社会サービス (知識移転含
む)を主要な機能とするようになった。ただし、大学を単一的なモデルで捉えることには限界があ
り、例えば、旧ソ連や 1980年代以前の中国において研究機能は大学外に設置された研究機関が中
心的な役割を果たしていたように (Liu, 2007)、全ての大学が教育、研究、社会サービス (知識移転
含む)といった機能を有しているわけではない。
一方、大学という一つの組織体にこれら 3つの機能が包含された時、各機能は互いにどのような
影響を受けるのか想定しておくことは、効果的な大学システムを創造する上で重要な視点である。

というのも、教育と研究の 2つの関係性をとってみても、両者は互いにシナジー効果を生み出すこ
ともあれば、相互に妨げ合うこともありうるからである (Ben-David, 1977)。大学の主要な 3機能
である研究 (Research)、教育 (Teaching)、知識移転 (Knowledge Transfer)の関係性を整理したもの
が表 1である (Geuna and Rossi, 2015)。表 1で示されるように大学は、それぞれの機能が互いに影
響を及ぼし合うため、ここにサイロ的視点から脱した政策や大学経営が求められることとなる。

表 1 教育、研究、知識移転の関係性 (ポジティブな側面とネガティブな側面)

出典:Geuna and Rossi (2015)[p.33]
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1.2 科学技術イノベーション政策における大学の役割

大学のイノベーションへの貢献も、このような教育、研究、知識移転それぞれの機能を介して行

われる。しばしば、研究機能を通じた新たな知識の創造やそれを社会的・経済的に還元させるこ

とが強調されることがあるが、Geuna and Rossi (2015)は各機能の様々な手段によって、大学が経
済発展に貢献していることを整理した。たとえば、高度職業人の養成、経営・組織・戦略・マーケ

ティング等の社会科学の知識の創造と普及、スピンオフ企業の創出、産学連携、企業での研究者の

雇用、施設や設備の刷新、新しい知識や技術の創造と普及、貴重な設備や施設へのアクセス、古い

技術・設備や書誌・映像・原稿等の保護管理、立地する都市の再生、地域文化やスポーツコミュニ

ティへの貢献、学生・卒業生・教員・関係者の社会的ネットワークの創造等である。

これらの手段を通じて、大学は直接的な効果としては人材や有形資産の技術的発展、維持、刷新

をもたらす。たとえば、人材の生産性の向上、企業の技術適応能力の向上、企業の新製品・新規プ

ロセスの導入能力の向上、高度専門人材の雇用、設備の刷新などである。また、間接的な効果とし

ては、経済制度のパフォーマンスを向上する。たとえば、政策当者の能力の向上、社会資本の増大、

健康・政治参加・市民としての責任等の教育効果である。

2 大学システムを取り巻く環境と変革を促す諸要因

2.1 大学セクターの拡大

大学の変革が必要に迫られてきた社会背景の一つして、大学セクター自体の拡大がある。大学

は、その多機能性ゆえに、教育研究の質、管理運営、行財政、教職員の採用・キャリア、アドミッ

ション、カリキュラム、教授方法、産学連携等をはじめとして様々なテーマが問題となるが、こ

れらを分離した問題としてではなく統合的な枠組みを用いて、その変化を説明しようとしたのが

Trow (1973)である。Trowは、該当年齢人口に占める大学在籍率が 15%までの社会における大学
システムをエリート型、15%から 50%までの大学システムをマス型、50%以上の大学システムを
ユニバーサル・アクセス型とした上で、大学の大衆化が教育活動のみならず、社会と大学の関係性、

大学の経営管理、行財政の仕組みまでを変革させていくことを指摘した (Trow, 1973)。例えば、大
学を支える財政はその典型的な問題の一つであり、ユニバーサル化の進展とともに、教育研究活動

を支える資金をどこが負担をするのか、政府の希少な資源を多様な高等教育セクターのどこに配分

するのかという問題が発生してくる。

2.2 大学への社会からの期待

同時に、大学が社会の中で果たす役割への期待は、この 20～30 年の間に大きく拡大してきた。
その背景には、情報化、国際化、グローバル化が進行する中で、社会が知識基盤社会へと移行して

いること、ならびに、そのような現象を基礎に、各国や国際機関 (OECD 1996;UNESCO 2005)に
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おいて知識基盤経済や社会を促進するイノベーション政策や高等教育政策がとられてきたことがあ

る (大場淳, 2011)。
知識が労働や資本に代わり、経済・社会の発展の主たる要素になるという社会像は、1960年代
以降、類似した様々な用語で示されてきた (e.g. Drucker 1969;Bell 1973)。経済学者は知識経済
(knowledge society)や知識基盤社会 (knowledge-based society)という用語を用い、社会学者は知識
社会や知識基盤社会、教育学者は学習社会 (learning society)などの用語を用いてきた。このような
知識基盤社会の概念においては、知識の生成・伝達・普及が国や世界経済の発展の主要因となると

ともに、個々の労働者はそのキャリアの途中に職を変え、専門を変え、知識を常にアップデートす

ることが求められる。

その中で大学は重要な活動主体と認識され、伝統的な研究活動による知識生産のみならず、知識

の移転や、大学外の多様なアクターとの共同による知識の生成や普及が求められるようになる。人

材育成の面では、知識基盤社会のもとで学生のマス化への対応が求められるとともに、生涯学習機

能の拡大や、「継続して学び続ける」ことを学ぶような主体的学習へと教育方法を転換していくこ

とが求められる (Välimaa and Hoffman, 2008)。

3 大学システム・大学組織のイノベーション

3.1 大学セクターのイノベーション

大学セクターへの NPMの適応
大学への社会からの期待が拡大する中で、大学セクターと政府との関係、ならびに大学間の関係

も変わりつつある。この点での大きな変化が、大学政策への新公共経営 (ニュー・パブリック・マ
ネジメント:NPM)の適応である。一般的に NPMの特徴は、1)政策の企画立案と実施を分離し、2)
実施者を競争原理のもとで選定し、3)実施方法の工夫については実施者に権限委譲し、4)実施者
を業績・成果により評価する、というところにある。

1)の典型的な例は、日本の国立大学や公立大学の一部の法人化のように、大学を行政府から独立
した組織とすることである。このような政策は韓国やフランスなどでも実施されており、大学が組

織改組や意思決定体制の変更を自ら実施可能となるなど、より自律的な組織形態となるような変更

がなされてきた。

さらに 2)～4)の実施例として、大学の実績を評価し、その結果に基づいて国からの経費 (特に国
から大学への一般経費)を配分することがあげられる。その先駆的な例は英国における「研究評価
事業 (Research Assessment Exercise: RAE)」であり、2014年からは「研究卓越性フレームワーク
(Research Excellence Framework: REF)」となっている。OECD (2010)や Hicks (2012)によれば、
その後に少なくとも 13カ国 (イギリス、スペイン、スロバキア、香港、オーストラリア、ポーラン
ド、イタリア、ニュージーランド、ベルギー (フランダース地方)、ノルウェー、スウェーデン、デ
ンマーク、フィンランド)において指標や評価により一括交付金の配分を行うことが行われるよう
になっている。米国やドイツでは州によって各種の指標に基づき交付金の一部を実績配分してい
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る。日本では国立大学法人の評価が行われ、運営費交付金の一部がその評価結果に基づいて配分さ

れている。

NPM により、政府の役割が大学に対する財政投資による統制や法令による規制から、アウト
プットの評価を通じた国家目標への間接誘導という「評価国家 (evaluative state)」(Neave, 1988)へ
と変容しており、それにより政府は大学の目標を管理するのではなく、多様なアウトプットの質の

評価によって報奨する。これに応じて、各大学は、産業界や学生といった政府以外の様々なステー

クホルダーとの関係から、自らの機能や目標を明確にして、戦略形成を行い、多様な機能の優先順

位を明確にすることが求められるように変わってきた。

大学の多様化と類型化

大学セクターの拡大とともに創出した、いまひとつの課題が多様化した大学をいかに類型化し整

理するかという課題である。特に、類型化は、科学技術政策においては交付金による研究費をどの

大学に重点的に配分するか検討する際の概念装置として必要となる。

欧州では、「ミッションの多様性 (mission diversity)」「ミッションの差異化 (mission differentia-
tion)」という用語によって大学の類型化や機能分化を志向してきた。欧州では、伝統的に大学と大
学以外の高等職業教育機関が併存する体制がとられている国が多く、はじめから多様性は存在して

いた。しかし、イギリスにおいて 1992年にポリテクニクを大学へと昇格させて一元化したことを
はじめ、欧州諸国ではボローニャプロセスとよばれる、国ごとに多様な学位制度を標準化する取組

により、大学とそれ以外の高等教育機関は法的に同じ学位を授与することになった。また，研究活

動についても高等職業教育機関でも産業応用に近い領域での研究活動を拡大し、大学との差異が

明確になってきた。そのため、大学の活動の特徴や実績をデータ等を用いて事後的に分析すること

が必要となった。さらに、そこでは、大学ランキングのようなある指標の中での教育・研究の質の

階層を区分するような垂直的多様性だけでなく、複数の指標によって大学の指向性の違いをプロ

フィールとして示す水平的多様性も求められる (Teichiler, 2005)。たとえば欧州では、U-Multirank
など多次元のランキングを形成する取組がなされてきた (Van Vught, 2008)。
米国では、拡大した高等教育セクターの全体像を把握するための大学類型として、1970年代に
カーネギー高等教育審議会がカーネギー分類を策定した。カーネギー分類の基準は、これまで微修

正を繰り返しながらも基本的には学位授与数等の客観的な指標をベースに策定され、あくまでも

多様な大学を単純に整理する目的で策定されてきた。分類基準は、2005年に大幅な改定がなされ、
これまでの大学の基本類型の他に学士課程教育プログラム、大学院教育プログラム、学生情報、学

士課程情報、規模と環境といった新たな分類枠組みが提示されており、複数の視点から大学を類型

化する手法が取られ始めている。

我が国では、「個性化」や「機能別分化」というキーワードによって、大学セクターの類型化や

機能分化は政策的になされてきた。近年では、2005年の中央教育審議会答申『我が国の高等教育
の将来像』において大学が有する機能として、1)世界的研究・教育拠点、2)高度専門職業人養成、
3)幅広い職業人養成、4)総合的教養教育、5)特定の専門的分野 (芸術、体育等)の教育・研究、6)
地域の生涯学習機会の拠点、7)社会貢献機能 (地域貢献、産学官連携、国際交流等)の 7つの機能

5



が示され、大学の自律的選択に基づく機能別分化が提言された。また、2016年には文部科学省は
国立大学を「地域活性化・特定分野重点拠点」、「特定分野重点拠点」、「世界最高水準の教育研究

拠点」の 3類型に分類し、その取り組みに応じて運営費交付金を配分する方式が導入されている。
大学の類型化論に関連し、新興国をはじめとして国家的な課題となっているのが「世界水準大学

(World Class University)」の形成である (Altbach, 2001)。Salmi (2009)は、世界水準大学の構成要
素として、1)卓越した学生と教員が集積し、2)充実した教育環境と最先端の研究を支える豊富な
資源があり、3)戦略的なビジョン、革新性、適応性を促進し、官僚制に縛られることなく意思決定
と資源管理を可能にする優良な統治機能があることを挙げている。その創設に向けて政府が取り得

る手段として、第 1に潜在的に力のある既存の少数の大学のアップグレード、第 2にシナジー効果
を産み出す既存の複数の大学の統合の促進、第 3に新しい大学の創設といった手段を提示している
(表 2)。我が国では、世界最高水準の教育研究活動が見込まれる国立大学を指定国立大学法人とし
て指定する施策が 2017年に開始された状況にある。

表 2 世界水準大学の形成に関する戦略的アプローチのコストとベネフィット

(出典 Salmi (2009)[p.48])

3.2 大学組織のイノベーション

大学組織の特殊性

大学セクター全体の変革とともに、大学組織レベルの変革も進んでいる。これまでの大学組織論

に関する研究においては、大学組織への企業的経営手法の単純な導入の限界と大学組織の特殊性を

踏まえた変革の必要性が指摘されてきた (Birnbaum 1988;Kezar 2001)。
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Kezar (2001)は、大学組織の持つ特徴として 13の特徴を挙げている。すなわち、大学は、1)政
府や評価機関をはじめとする外部組織の動きに影響を受けるため単独で独自の決定をすることが困

難な相互依存組織 (interdependent organization)であること、2)その一方、伝統的には大学の自治
のもと社会経済環境から比較的独立した組織であること、3) アカデミアの極めて特徴的な組織文
化*1が存在すること、4)長期的な使命を帯びている組織であること、5)組織全体で共有する信念が
存在する一方で、異なる信念が並存する組織であること、6)複数の権力と権威の構造があること、
7)緩く結合したシステムであること、8)複数の権力と権威の構造があり、緩く結合した相互依存
的組織であるため、組織化された無秩序による意思決定 (organized anarchical decision-making)が
行われること、9)教員と管理運営者の重視する価値に違いが見られること、10)緩く結合した分散
的な意思決定が共同統治 (shared governance)を通じて行われること、11)従業者が一つの組織に長
い間在籍していること、12)組織の目標が曖昧 (goal ambiguity)であること、13)組織のイメージが
経営上重視されることの、以上 13の特徴である。無論、これらの全ての特徴は全ての大学に当て
はまるものではないが、こうした大学組織の特性に配慮した組織のイノベーションが求められる。

大学の企業化

大学組織の特殊性を踏まえながらも、前節で示した環境変化のもとで、大学は企業的な運営形態

を導入し、教育サービスの提供や研究資金の獲得などを通じて、財源確保を苦心するようになっ

てきた。そのような状況は、「アカデミックキャピタリズム Academic catitalism」 (Slaughter and
Leslie, 1997)や、「企業的大学 Entrepreneurial university」(Clark, 1998)などのいくつかの名称で表
現されてきた (羽田貴史, 2004)。Clarkによれば企業的大学とは、自大学の活動をいかに行うかに
ついて積極的に変革をすることを模索する大学であり、特徴づける要素として以下の 5つを挙げて
いる。1)リーダーシップや管理権限のような運営における中心 (コア)の強化、2)大学を取り巻く
周辺組織との発展 (TLOや起業との教育面の連携)、3)自由裁量資金の保有、4)企業的行動の大学
内での中心地の促進、5)起業家的な信念の大学内への普及である。

大学における研究マネジメントの進化

さらに大学の研究活動について、そのマネジメントは大きく変革してきている (Connell, 2004;
Hazelkorn et al., 2005)。大学における研究機能の重要性が増し、大学は研究資金を多様な資金源か
ら競争的に獲得し、資金を学内で適切に配分することが求められるとともに、組織を超える学際的

な研究や大きな装置を要する研究を実施することが必要とされている。また、優秀な人材を獲得し

維持し、若い研究者を不安定な雇用の中で育成していくことも必要である。そのため、大学の研究

マネジメントの変化の共通する傾向としては以下があげられる (Connell, 2004)。一つは、大学内の
研究マネジメントが専門化していることであり、多くの大学で研究担当の副学長などのシニア職が

おかれるとともに、研究管理の専門職人材 (URA)もおかれるようになっている。また、組織とし

*1 Birnbaum (1988)は、大学組織の文化を同僚平等的文化 (collegial culture)、官僚的文化 (bureau culture)、政治的文化
(political culture)、無秩序的文化 (anarchical culture)の 4つのモデルを提示している。

7



ての戦略的な研究計画の策定であり、組織的に重要研究分野・課題などのプライオリティを定め、

資金配分を行い、学内で質の評価を行い、研究成果の商業化をはかる。さらに、研究者のキャリア

の育成であり、博士課程学生やポスドクの教育の体系化や、ノンアカデミックキャリアにつくため

のトランスファラブルスキルの教育、教員の継続的な能力向上による大学への貢献を維持すること

である。

4 近年の大学政策

最後に、近年の我が国の大学セクターをめぐる主な政策的動向について概説しておきたい。我が

国の大学政策は、1980年代の臨時教育審議会による大学に関わる規制緩和や民間活力導入の提言
を大きな契機として、大学の自律性の拡大、それに基づく競争的環境の醸成を促してきた (大場淳,
2009)。特に、1991年の大学設置基準の大綱化は、大学の教育課程の編成等への各種規制を大幅に
緩和し、大学が自己責任の下、自由に教育研究を実施していくことを推進した。その後、2000年
前後の規制改革における「事前規制から事後チェックへ」という大きな流れの中で一連の大学改革

は加速化し、私立大学の設置認可制度の緩和 (2003年)、専門職大学院の創設 (2004年)、国立大学
の法人化 (2004年)、認証評価制度の創設 (2004年)をはじめとする制度改正がこの時期に重ねて実
施された。

特に、明治以来の日本の大学制度の歴史の中で一つの大きな転換点となったのが、2004年の国
立大学の法人化である。この制度改革により、これまで行政機構の一部であった国立大学には法人

格が付与され、行政機構から独立した法人となった。これにより、学長の権限が強化されるととも

に、役員会、経営協議会、監事等の責任体制が明確にされ、国立大学は、制度的には自己責任と自

主性に基づく経営体となった。また、財務面でも従来の国立学校特別会計が廃止され、運営費交付

金がブロックグラントとして配賦されたことで自律性が促された。一方、大学の運営や施設整備に

関わる資金の主要部分は政府から賄われている中、運営費交付金には効率化係数がかけられ、法人

化移行、漸減してきた。また、国立大学法人は、文部科学大臣が定めた 6年間の中期目標に基づき
中期計画を定めることが制度上義務付けられ、その達成度が評価されることとされており、政府の

間接的な管理下に置かれている状況にある。

近年では、運営費交付金が減少する中で、卓越した教育研究拠点の形成や大学の国際化を重点

的に支援するため、競争的な補助金事業等が政策的に展開されており、２１世紀 COEプログラム
(2002年より開始)、グローバル COEプログラム (2007年より開始)、研究大学強化促進事業 (2013
年より開始)、国際化拠点事業 (グローバル 30: 2009年より開始)、スーパーグローバル大学創生支
援事業 (2014年より開始)、指定国立大学 (2017年より開始)などの事業が推進されている。
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1.1.2　大学からの知の移転メカニズム

隅藏康一 ∗

初版発行日：2018年 8月 28日、最終更新日：2019年 4月 25日

リード文

大学は、教育と学術研究という従来からの基本的使命に加え、社会へのより直接的な貢献をいわ

ば「第三の使命」として位置づけ、取り組むことが求められる。本節では、産学連携による大学か

ら産業界への知の移転をテーマとして、研究プロジェクトの目的による分類、アカデミック・リ

サーチのイノベーションに対する貢献、米国におけるバイ・ドール法の影響の評価などについて述

べる。

キーワード

産学連携、知的財産権、TLO、大学知的財産本部、パスツール象限、アカデミック・リサーチに
基づくイノベーション、バイ・ドール法

本文

1 イントロダクション

「学」のセクターである大学における研究活動のうち、産業応用できる研究については、その成

果を実際に産業界で活用できるようにすべきであるということに、異論の余地はないだろう。大学

は最終製品の製造までは行わないため、研究成果を「産」セクターで活用して社会還元するには、

「産学連携」により大学で生まれた知を産業界に移転し、新たな製品・サービスやプロセスの創生

(すなわちプロダクト・イノベーションやプロセス・イノベーション)につなげることが不可欠であ
る。また大学の側としても、企業に蓄積された技術的知識を入手したり、新製品開発に対するニー

ズを汲み入れたりすることで、研究活動に有用な知を獲得することができる。

このような産学間の知の移転の形態としては、主たるものとして、大学で生まれた研究成果を特

定の企業・機関に移転するという「技術移転」のアプローチ、大学における研究テーマ設定の段階

∗ 政策研究大学院大学　教授
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から特定の企業のニーズを組み入れた上で研究開発を行うという「共同研究・委受託研究」のアプ

ローチ、ならびに大学で生まれた研究成果を基にベンチャー企業を設立して更なる開発を行うとい

う「大学発ベンチャー」のアプローチを挙げることができる。この他、産官学の複数機関が研究開

発コンソーシアム*1を形成する際や、異なるセクターに属する研究者間で公式又は非公式の活動に

より技術指導やアドバイスが行われる際にもまた、産学の間で知の移転が実現される。また、特定

分野の専門性を持つ学生・大学院生・ポストドクターを採用し雇用することによって大学の知が企

業に移転するし、産業界の人材が大学で講義・研究指導を行うことによって産業界の知が大学に移

転する。

上述した「技術移転」、「共同研究・委受託研究」、「大学発ベンチャー」のいずれの形態の産学連

携を行う場合であっても、民間企業が特に重視するのは、大学で生まれた発明を活用して製品化に

向けた開発研究を行うにあたって、発明を独占的に使用できるか否かである。この点が、当該企業

がその開発研究への投資を行うかどうかを判断するための重要な材料となる。開発がうまくいっ

たとしても、他の企業も同じ製品を開発してしまったとしたら、市場のシェアをおさえることがで

きず、投資が無駄になってしまう可能性があるからである。このような独占的な使用が可能になる

ためには、その前提として、大学で生まれた発明が特許権の形で権利化されていることが必要であ

る。そのため、特許権をはじめとする知的財産権の獲得とそれを主導できる人材の活動*2は、産学

連携の成功を考える上で重要な要素となっている。

2 日本における関連政策*3

1995年 11月の科学技術基本法の成立、ならびに 1996年 7月の第一期科学技術基本計画の閣議
決定を経て、1990年代後半の産学連携関連施策は、経済再生を実現するための技術革新の源とし
ての大学への期待と、景気低迷の中で増大した大学の研究費を社会に還元する必要性の高まりの

中、進められることとなった。

大学発明の特許化のシンボルとして日本において技術移転機関 (以下 TLO:米国では OTLと呼ば
れることが多いが、本稿では米国の技術移転機関に対しても一律に TLOと記述する)が登場したの
は、1998年のことであった。同年の「大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移
転の促進に関する法律」(通称「大学等技術移転促進法」)では、「承認 TLO」として政府の承認を得
るための条件が示された。この年に TLOとして最初に 4つの機関が、同法に基づく承認を受けた。
特許出願手続きや特許権の使用許諾 (ライセンス供与) は、発明者である大学教員自身でも行え
るが、ほとんどの教員はそうしたノウハウを身につけていないため、教員に代わって、特許出願す

べきかどうかの判断、特許出願、ならびにライセンス供与を行う組織が必要である。それを担うの

が、TLOである。TLOの主たる機能は、その名のとおり大学から民間企業への「技術移転」であ
る。典型的な TLOの活動は、大学の研究室からの報告を受けて発明を把握し、その発明を特許出

*1研究開発コンソーシアムの解説として、たとえば、独立行政法人工業所有権情報・研修館 (2010)を参照。
*2その経緯をまとめたものとして、高橋真木子・古澤陽子・枝村一磨・隅藏康一 (2018)がある。
*3本節の記述は、隅藏康一 (2003)の一部に加筆修正を加えたものである。
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願するかどうかの判断をし、外部の特許事務所などと連携して特許出願を行い、特許出願した発明

を特定の企業に売り込み、ライセンス契約を締結するというものである。得られたライセンス収入

は、TLO が実費と管理費用を差し引いた後は、大学・学部・発明者の研究室・発明者個人などに
一定比率で還元される。TLOで技術移転を行う専門スタッフは、どの企業がどういう技術を欲し
ているかを知った上で、新技術に基づく事業提案を行う。このように TLOの機能は基本的に、大
学の知を産業界に移転するという「学から産への技術移転」の流れをになうものであるが、機関に

よっては、企業ニーズを汲んだ上でそれを満たすことができそうな大学研究者を紹介することや、

大学発ベンチャーの設立を支援する機能なども実質的に担っている場合もある。

　 1999年には、産業活力再生特別措置法の第 30条として、受託者が一定の条件を満たす場合に、
各省庁が政府資金を供与して行っている全ての委託研究開発に係る知的財産権について、100%受
託企業に帰属させ得るとする、いわゆる日本版バイ・ドール条項が定められた。一定の条件とは、

「(i)研究成果が得られた場合には国に報告すること。(ii)国が公共の利益のために必要がある場合
に、当該知的所有権を無償で国に実施許諾すること。(iii)当該知的所有権を相当期間利用していな
い場合に、国の要請に基づいて第三者に当該知的所有権を実施許諾すること。」である。しかしな

がら、この時点で国立大学は法人格を持っていなかったため、この条項が適用される対象とはなっ

ていなかった。そのため、国立大学で生まれた発明に対して、特許を受ける権利は個人帰属又は国

帰属となり、いずれに該当するかは発明委員会で決定された。大学が機関として特許の保有者とな

りその管理を行うことができない体制であった。なお、日本版バイ・ドール条項はその後 2007年
から産業技術力強化法の第 19条に移管された。

2002年には、知的財産戦略大綱、ならびに知的財産基本法が制定された。同法 13条には、「大
学等における知的財産に関する専門的知識を有する人材を活用した体制の整備、知的財産権に係る

設定の登録その他の手続きの改善」等を進める旨が記されている。基本法を受けて 2003年 3月に
設置された政府の知的財産戦略本部は、同年 7月に後述の「推進計画」を発表することとなる。

2002年には、文部科学省の「知的財産ワーキング・グループ」において、国立大学法人化後の特
許権等の帰属の見直しや、特許管理のあり方についての検討が行われた。11月に発表された「知
的財産ワーキング・グループ報告書」*4には、「大学においては、人間社会にとっての普遍的存在で

あると同時に時代とともに生きる社会的存在として、教育と学術研究という従来からの基本的使命

に加え、社会へのより直接的な貢献をいわば「第三の使命」として位置づけ、正面から取り組んで

ゆくことが必要である。」と記されている。また、同報告書では、「知的財産に係る権利等の帰属に

ついては機関帰属を原則」とすべきである旨が述べられており、その約 1年半後に実施された国立
大学法人化の先鞭をつけるものであった。

2003 年 7 月は、日本の国立大学が歴史的な転換点を迎えた月となった。2003 年 7 月 8 日、政
府の知的財産戦略本部により「知的財産の創造、保護、活用に関する推進計画」が発表された。翌

9 日には、国立大学法人法案が参院本会議で可決され、成立した。7 月 15 日には、文部科学省よ

*4科学技術・学術審議会技術・研究基盤部会産学官連携推進委員会知的財産ワーキング・グループ「知的財産ワーキン
グ・グループ報告書」(2002年)、3頁
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り、「大学知的財産本部整備事業」の採択機関 43件*5が発表された。「国立大学法人法案」により、

2004年 4月の法人化以降は、各国立大学法人において知的財産権の保有・管理を独自に行うこと
が可能となった。そして、国立大学法人は「大学知的財産本部」等の組織を大学内部に設置し、知

的財産の管理を行うことになった。

3 基本的な概念と論点*6

3.1 科学技術のモード論

小林信一 (1999)は、「産学連携を推進することは、科学技術活動とはどのようなものか、社会の
中における科学技術活動の役割は何か、他の制度や組織とどのような関係にあるべきか、といった

科学技術観を根本的に問い直すことである。大学のあり方、国全体の研究活動のあり方、さらには

科学技術政策のあり方などの見直しに連なる本質的な問いである。」と述べている。

ギボンズらによると、科学技術活動には 2種類の様式があり、特定の学問領域の論理に従って行
われるモード１と、解決すべき課題が先にありそのために研究活動が行われるモード２に分類され

る Gibbons et al. (1994))。小林信一 (1999)によると、米国では従来、比較的自由に研究活動が行わ
れ、その成果の活用についてはほとんど気にかけなくてよい状況であったが、冷戦から経済競争の

時代へと転回した 1970年代後半からは産業競争力の強化への貢献が求められるようになり、研究
資金の配分もそのような観点から行われるようになったため、研究活動の様式としてモード２が広

がっていった。

2016 年度にノーベル医学生理学賞を受賞した大隅良典教授は、受賞決定後のインタビュー
Yoshida (2016)の中で、何かに役立つ研究成果を出さねばならないというプレッシャー下に置かれ
ている現在の日本の研究者の状況を憂い、基礎科学の研究成果が何かに役立つことが分かるまでに

は 10年、100年という長い年月がかかるかもしれないと述べた。モード１の研究活動の重要性を
再認識させるための警鐘であり、重要なコメントである。一方で、モード２のみならずモード１の

研究活動の成果の中にも、何かに役立つ可能性がみられることがあり、そのような場合には将来的

な社会における活用やビジネス展開を考えて特許出願を行うなどの対応をしておくことが望まれ

る。現在の日本の多くの大学においては、研究者が発明をした場合に、発明届けを大学知的財産本

部等に提出することが義務付けられているため、発明届けを受けてその発明の今後の可能性を評

価・審議する担当者の目利き能力を醸成することにより、モード１の研究成果を社会において活用

する可能性が高まるものと期待される。

*5「大学知的財産本部整備事業」として 34件、それに付随する「特色ある知的財産の管理・活用機能支援プログラム」
として 9件が採択された

*6本節のうち 3.3と 3.5の記述は、隅藏康一・齋藤裕美 (2014)の一部に加筆修正を加えたものである。
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3.2 Stokesの分類

大学における自然科学分野の研究プロジェクトの中には、すぐには応用に結びつかない基礎研究

もあれば、社会的ニーズに即した応用研究もある。Stokes (1997)は、研究プロジェクトの目的を、
根本的な自然現象の理解を追究するか否か、ならびに、実社会の特定の問題解決を目指すか否か、

という 2つの軸で 4象限に分類した。このうち、根本的な自然現象の理解を追究し、実社会の特定
の問題解決は目指さないという「純粋な基礎研究」を、ボーアの象限と呼んだ。一方、根本的な自

然現象の理解を追究せず、実社会の特定の問題解決を目指すという「純粋な応用研究」を、エジソ

ンの象限と呼んだ。これらの他に、根本的な自然現象の理解を追究し、なおかつ実社会の特定の問

題解決を目指すという「目的に導かれた基礎研究」が存在し、これをパスツールの象限と呼んだ。

Nagaoka et al. (2011)は、日本ならびに米国で発明者に対するアンケート調査を実施し、高引用
度の論文を生み出した研究プロジェクトのうちどの程度の割合がそれぞれのタイプに該当するかを

調べたところ、日本においては、ボーア型が 45%、パスツール型が 15%、エジソン型が 15%であ
り、米国においては、ボーア型が 46%、パスツール型が 33%、エジソン型が 11%であった。産学
連携により効果的に社会還元されると期待されるパスツール型の研究プロジェクトの割合は、日本

では米国の半分以下であることが明らかとなった。

3.3 米国におけるバイ・ドール法のインパクト

　日本において 1990 年代後半以降に産学連携を促進するための政策が構築される際、一つの
「お手本」となったのは、1980 年代以降に大学の研究の特許化を推進してきた米国の体制であっ
た。　米国の大学からの技術移転に関する法整備の一つが、1980年に制定されたバイ・ドール法
であり、これは米国特許法を一部改正するための法律である。それまで大学において政府資金 (大
学の研究費の 70％以上に相当した)で行われた発明の特許権は政府に帰属し、非独占的なライセ
ンス供与しか認められていなかった Loise and Stevens (2010)。バイ・ドール法により、政府資金を
用いた研究によって生じた発明に対する特許権を、資金を受領して研究を行った機関 (大学等の非
営利組織や、小規模企業)が保有することが可能となった。技術移転のための TLOを持つ大学は
バイ・ドール法の制定前は 23であったが、その急速に増え、今ではほとんどの主要な研究機関が
TLOを有しており、米国だけでも 200以上の TLOがある Loise and Stevens (2010)。
バイ・ドール法の評価については、様々な意見がある。*7 バイ・ドール法がもたらしたインパク

トとして、Roessner et al. (2009)は、1996年から 2007年までの間に、大学からライセンスを受け
て作られた製品が 279,000人の雇用を生み出し、学術機関からの技術移転が米国の GDPに対して
1870億ドルの貢献をしたと述べている。一方、Mowery et al. (2001)は、バイ・ドール法の効果に
ついて検討するために、カリフォルニア大学、スタンフォード大学、コロンビア大学の 3校を対象

*7Loise and Stevens (2010)や Grimaldi et al. (2011)や古谷真帆・渡部俊也 (2014)も、いくつかの文献を引用しながら、
バイ・ドール法に対する様々な意見を記載している。
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として分析を行った。その結果として、バイ・ドール法は大学発明の特許化やライセンス活動の増

加の背景にあるいくつかの重要な要素の一つにすぎないと結論付けている。

3.4 デス・バレーとダーウィンの海

大学等における基礎研究と、民間企業による応用研究・開発の間には、初期段階の技術開発に対

して民間の投資を得ることが難しい「死の谷」(Valley of Death) と呼ばれるギャップが存在する。
「死の谷」とはカリフォルニア州にあり現在は国立公園となっているデス・バレーに由来する呼称

であり、簡単に通過することができないという意味で使われている。論文発表された基礎研究に追

加実験を加えて、企業が導入を検討することができる状態にまで持っていく段階が、この「死の谷」

に含まれるものと考えられる。このような段階の研究は、資金を得にくいのみならず、論文になり

にくいものが多いため学術機関の研究者にとってはインセンティブに乏しいケースも多々ある。一

方で、学術機関の研究者が大学からスピンオフしたベンチャー企業を設立して、この段階の技術開

発に取り組んでいる事例もある。政府の取り組みとしては、この段階の技術開発に対する大学と企

業の共同研究開発や、複数の機関がコンソーシアムを組んで研究開発を行うことに対し、資金を助

成するプログラムを作ることにより、死の谷を克服するための有効な一助とすることができるであ

ろう。

Loise and Stevens (2010) によると、少なくとも、1985 年の Fawcett (1985) の中に、Valley of
Deathという用語が見受けられる。Fawcett (1985)においては、どのプロジェクトにも、しばし用
いられる Valley of Death の段階があると述べられており、越えねばならない技術的なハードル
という意味で Valley of Death という用語が用いられている。一方、それより後の COMMITTEE
ON SCIENCE (1998)では、政府資金による基礎研究と民間資金による応用研究・開発の間の資金
調達が困難なギャップという意味で、Vern Ehlers議員により Valley of Deathという用語が用いら
れている。

Branscomb and Auerswald (2001)は、実際の基礎研究とビジネスの間のイメージは、「死の谷」と
いう不毛の地を進んでいくというよりはむしろ、数多くの新しい技術的アイデアやビジネスプラン

が生存競争を繰り広げている「ダーウィンの海」の中をビジネスの成功を目指して幾度となく荒波

にもまれながら航海することであると述べた。言い換えると「ダーウィンの海」は発明とイノベー

ションの間に存在するものとされる。

日本においては、基礎研究からイノベーションへの展開として、「死の谷」を越えたらその次の

段階として「ダーウィンの海」を越えなくてはならないという説明がなされている場合があるが、

Branscomb and Auerswald (2001)の趣旨はそうではなく、あくまでも「死の谷」に代わる概念とし
て「ダーウィンの海」が提唱されている。*8

*8児玉文雄は、2005年２月 1日の RIETIにおける講演「イノベーションに関する「死の谷」問題を巡る議論について」の
中で、日本においてこのような誤解が生じていることについて述べている。http://www.rieti.go.jp/jp/events/bbl/
05020101.html(2017年 10月 27日アクセス)
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3.5 アカデミック・リサーチのイノベーションへの貢献

Cohen and Levinthal (1990)によると、企業にとって、イノベーションを実現させる能力を高め
るためには、外部にある新しい情報の価値を認識して吸収し商業的に応用する力、すなわち吸収能

力 (absorptive capacity)を養う必要がある。企業が自社内で基礎研究を行うことは、当該企業の知
識基盤を広げ、外部にある新しい知識を見出してそれを理解し、新たな技術開発のために利用する

ことにつながるため、吸収能力の向上に貢献する。

それでは、企業にとっての外部知識の中で、大学における基礎研究の成果は、企業のイノベー

ション創出にどの程度貢献しているか。この設問に対してエビデンスに基づいた明確な回答を示そ

うとする研究が、様々なアプローチにより行われてきた。Jaffe (1989)は、企業の特許出願、研究開
発費、ならびに大学の研究費に関して、米国の州ごとの時系列データを分析し、大学の研究費と企

業の特許出願との間に正の相関を見出した。Mansfield (1991)、Mansfield (1998)の企業アンケート
調査の結果によると、アカデミック・リサーチの成果がなければ新しい製品の 13～15%は開発さ
れ得なかったか、あるいはその登場が著しく遅れていたであろうと指摘されている。また、Narin
et al. (1997)は、米国企業の特許が引用している学術論文のうち 73%が大学・政府機関・公的研究
機関によるものであり、アカデミック・リサーチの産業界への寄与が大きいことを示した。

3.6 医薬品・バイオテクノロジー分野の特徴

Mansfield (1991)、Mansfield (1998) の調査結果から、基礎研究で生み出された知見が産業応用
につながる可能性がとりわけ高い業種と考えられているのが、医薬品・医療関連製品 (Drugs and
medical products)であり、アカデミック・リサーチの成果がなければ開発され得なかった製品の割
合として、1986～94年を対象とした調査では調査した全業種の平均が 15%であったのに対し、医
薬品・医療関連製品では 31%となり、調査した全業種の中で最大の値を示した。

Klevorick et al. (1995)によるサーベイの結果の中でも、科学がビジネスに最も近い業種として医
薬品が挙げられている。McMillan et al. (2000)は、米国の株式公開しているバイオテクノロジー企
業の特許の引用文献を分析し、バイオテクノロジー企業は他の業種の企業よりも公的研究・基礎科

学への依存度が高いことを示している。これらの結果から、製薬・バイオ関連の企業においてアカ

デミック・リサーチとイノベーションの結びつきが他の業種の企業よりも強いことが明らかとなっ

ている。

先述のように、企業が外部知識の吸収能力を高めるための手段として、自社内で基礎研究を行う

ことが有効であるとされている Cohen and Levinthal (1990)が、その後の製薬企業に対するインタ
ビュー調査から、公的な研究資金を受けた研究の成果を活用しようと考える企業は、単に自社内の

基礎研究に投資するだけではなく、公的な研究資金を受けた研究者と積極的に共同研究しなくては

ならないことが示された Cockburn and Henderson (1998)。Cockburn and Henderson (1998)は、さ
らに、共同研究の程度の指標として製薬企業と公的研究資金を受けた研究者間の共著論文数に着目
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し、この指標が企業側の研究成果 (研究費あたりの重要特許数)と正の相関を持つことを示した。
Saito and Sumikura (2010) は、大学等と日本の製薬企業による特許の共同出願の状況に基づい
て、各企業のアカデミック・リサーチを獲得しようとする傾向の強さを指標化し、この指標を説明

変数として分析を行い、アカデミック・リサーチが企業の研究開発のパフォーマンスを向上させる

ことを示した。ただし、アカデミック・リサーチの獲得頻度が新規医薬品の創出数には有意な正の

効果を及ぼしているという証拠は見出されておらず、医薬品企業における研究開発と医薬品の創出

の間にアカデミック・リサーチの獲得が効果的に作用し得ない不連続な局面が存在することが示唆

されている。

こうした製薬・バイオ分野におけるアカデミック・リサーチへの公的支出の経済的・社会的イン

パクトは、どの程度であろうか。Cockburn and Henderson (2001)は、先行文献をサーベイして分
析を行い、米国において医学生命科学 (バイオメディカル)研究への公的支出の利益率は少なく見
積もっても年間約 30%であると述べている。また、Toole (2012)は、生命科学分野のアカデミア
の基礎研究に対する米国 NIH (National Institutes of Health)の研究助成に関する 1955年から 1996
年までのデータ、製薬企業の研究開発投資のデータ、ならびに新薬の創出に関するデータを用いて

分析を行った結果、NIH の基礎研究への助成、潜在的な市場規模、産業界の研究開発費は、いず
れも新薬の創出に正の貢献をしていることを示している。この研究では、基礎研究への公的支出

が 1%増加すると、新薬の創出が 1.8%増加するものと見積もられている。実際、アカデミアの研
究成果に基づいて創出された医薬品は多数存在する。Stevens et al. (2011)によると、1990年から
2007年までの間に FDA (Food and Drug Administration)の承認を受けた医薬品 1541件のうち 143
件（9.3%）が大学・公的研究機関の研究を通じて生み出されており、米国ではライフサイエンス研
究への公的支出が一定の経済的・社会的インパクトを有していることの証拠となっている。

References

Branscomb, L. and Auerswald, P. (2001). Taking technical risks: How innovators, executives and
investors manage high-tech risks, cambridge, ma. MIT Press. https://mitpress.mit.edu/
books/taking-technical-risks.

Cockburn, I. M. and Henderson, R. M. (1998). Absorptive Capacity, Coauthoring Behavior, and the
Organization of Research in Drug Discovery. Journal of Industrial Economics, 46(2):157–182.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-6451.00067.

Cockburn, I. M. and Henderson, R. M. (2001). Publicly Funded Science and the Productivity of the
Pharmaceutical Industry. In Jaffe, A. B., Lerner, J., and Stern, S., editors, Innovation Policy
and the Economy, volume 1, pages 1–34. MIT Press. http://www.nber.org/chapters/
c10775.pdf.

Cohen, W. M. and Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and
innovation. Administrative Science Quarterly, 35(1):128–152. https://www.sciencedirect
.com/science/article/pii/B9780750672238500058.

8

https://mitpress.mit.edu/books/taking-technical-risks
https://mitpress.mit.edu/books/taking-technical-risks
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-6451.00067
http://www.nber.org/chapters/c10775.pdf
http://www.nber.org/chapters/c10775.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780750672238500058
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780750672238500058


COMMITTEE ON SCIENCE, U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES, O. H. F. C. (1998). Unlocking
our future: Toward a new national science policy. https://www.aaas.org/sites/default/
files/migrate/uploads/GPO-CPRT-105hprt105-b.pdf.

Fawcett, S. L. (1985). Macro-engineering projects in a free society. Technology in Society, 7(4):361–
371. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0160791X85900041.

Gibbons, M., Limoges, C., Nowotny, H., Schwartzman, S., Scott, P., and Trow, M. (1994). The new
production of knowledge: The dynamics of science and research in contemporary societies.
Sage. (和訳書:M. ギボンズ編著、小林信一監訳 (1997)「現代社会と知の創造―モード論
とは何か―」丸善 https://books.google.com/books/about/The_New_Production_of

_Knowledge.html?id=KS_caFqMFoMC.
Grimaldi, R., Kenney, M., Siegel, D. S., and Wright, M. (2011). 30 years after bayh–dole:

Reassessing academic entrepreneurship. Research Policy, 40(8):1045–1057. https://

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733311000874.
Jaffe, A. B. (1989). Real effects of academic research. The American Economic Review, pages 957–970.

http://dimetic.dime-eu.org/dimetic_files/JaffeAER1989.pdf.
Klevorick, A. K., Levin, R. C., Nelson, R. R., and Winter, S. G. (1995). On the sources and significance

of interindustry differences in technological opportunities. Research policy, 24(2):185–205.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/004873339300762I.

Loise, V. and Stevens, A. J. (2010). The Bayh-Dole Act turns 30. Science translational medicine,
2(52):52–27. http://stm.sciencemag.org/content/2/52/52cm27.short.

Mansfield, E. (1991). Academic research and industrial innovation. Research policy, 20(1):1–12.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/004873339190080A.

Mansfield, E. (1998). Academic research and industrial innovation: An update of empirical findings1.
Research policy, 26(7-8):773–776. http://sjbae.pbworks.com/f/Mansfield_1998.pdf.

McMillan, G. S., Narin, F., and Deeds, D. L. (2000). An analysis of the critical role of public science in
innovation: the case of biotechnology. Research policy, 29(1):1–8. http://www.sristi.org/
material/9.2an%20analysis.pdf.

Mowery, D. C., Nelson, R. R., Sampat, B. N., and Ziedonis, A. A. (2001). The growth of patenting
and licensing by u.s. universities: an assessment of the effects of the bayh-dole act of 1980. Re-
search policy, 30(1):99–119. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0048733399001006.

Nagaoka, S., Igami, M., Walsh, J. P., and Ijichi, T. (2011). Knowledge Creation Process in Science:
Key Comparative Findings from the Hitotsubashi-NISTEP-Georgia Tech Scientists’ Survey in
Japan and the US. IIR Working Paper No. 11-09, Institute of Innovation Research, Hitotsub-
ashi University. http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/19402/3/
070iirWP11_09.pdf.

Narin, F., Hamilton, K. S., and Olivastro, D. (1997). The increasing linkage between us technology

9

https://www.aaas.org/sites/default/files/migrate/uploads/GPO-CPRT-105hprt105-b.pdf
https://www.aaas.org/sites/default/files/migrate/uploads/GPO-CPRT-105hprt105-b.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0160791X85900041
https://books.google.com/books/about/The_New_Production_of_Knowledge.html?id=KS_caFqMFoMC
https://books.google.com/books/about/The_New_Production_of_Knowledge.html?id=KS_caFqMFoMC
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733311000874
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733311000874
http://dimetic.dime-eu.org/dimetic_files/JaffeAER1989.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/004873339300762I
http://stm.sciencemag.org/content/2/52/52cm27.short
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/004873339190080A
http://sjbae.pbworks.com/f/Mansfield_1998.pdf
http://www.sristi.org/material/9.2an%20analysis.pdf
http://www.sristi.org/material/9.2an%20analysis.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733399001006
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733399001006
http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/19402/3/070iirWP11_09.pdf
http://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/rs/bitstream/10086/19402/3/070iirWP11_09.pdf


and public science. Research policy, 26(3):317–330. https://www.researchgate.net/
profile/Francis_Narin/publication/247909063_The_increasing_link_between

_U_S_technology_and_public_science/links/56aafe7c08aeadd1bdcafd88/

The-increasing-link-between-U-S-technology-and-public-science.pdf.
Roessner, D., Bond, J., Okubo, S., and Planting, M. (2009). The Economic Impact of Licensed

Commercial Inventions Resulting from University Research, 1996-2007. Final Report to the
Biotechnology Industry Orgnization https://www.bio.org/sites/default/files/Study
_on_Economic_Impact_Bayh-Dole.pdf.

Saito, H. and Sumikura, K. (2010). An empirical analysis on absorptive capacity based on
linkage with academia. International Journal of Innovation Management, 14(3):491–509.
https://www.researchgate.net/publication/46510867_An_empirical_analysis

_on_absorptive_capacity_based_on_linkage_with_academia.
Stevens, A. J., Jensen, J. J., Wyller, K., Kilgore, P. C., Chatterjee, S., and Rohrbaugh, M. L. (2011). The

Role of public-sector research in the discovery of drugs and vaccines. New England Journal of
Medicine, 364(6):535–541. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa1008268.

Stokes, D. E. (1997). Pasteur’s Quadrant - Basic Science and Technological Innovation. Brookings
Institution Press. https://books.google.co.jp/books/about/Pasteur_s_Quadrant

.html?id=TLKDbvJX86YC&redir_esc=y; https://philpapers.org/rec/STOPQB.
Toole, A. A. (2012). The impact of public basic research on industrial innovation: Evidence from the

pharmaceutical industry. Research Policy, 41. https://www.sciencedirect.com/science/
article/pii/S004873331100117X.

Yoshida, R. (2016). Nobel winner yoshinori ohsumi urges investment in science. The Japan
Times News. https://www.japantimes.co.jp/news/2016/10/04/national/science
-health/nobel-winner-yoshinori-ohsumi-urges-investment-science/.

Zucker, L. G. and Darby, M. R. (2001). Capturing technological opportunity via japan’s star scientists:
Evidence from japanese firms’ biotech patents and products. The journal of Technology transfer,
26(1-2):37–58. https://link.springer.com/article/10.1023/A:1007832127813.

Zucker, L. G., Darby, M. R., and Armstrong, J. S. (2002). Commercializing knowledge: University
science, knowledge capture, and firm performance in biotechnology. Management science,
48(1):138–153. https://pubsonline.informs.org/doi/pdf/10.1287/mnsc.48.1.138
.14274.

隅藏康一 (2003). 知的財産権を目利きする『円錐型人材』が日本を変える:大学は『知的財産』とどの
ように向き合うべきか. イリューム, 30:4. https://ci.nii.ac.jp/naid/10021357020/.

隅藏康一・齋藤裕美 (2014). アカデミック・ナレッジはイノベーションに貢献しているか？―ライ
フサイエンスに基づく製薬・バイオのイノベーション創出に向けて―. In日本知財学会知財
学ゼミナール編集委員会 (編)「知的財産イノベーション研究の展望　明日を創造する知財学」
, pages 209–235.白桃書房. http://www.hakutou.co.jp/book/b186001.html.

10

https://www.researchgate.net/profile/Francis_Narin/publication/247909063_The_increasing_link_between_U_S_technology_and_public_science/links/56aafe7c08aeadd1bdcafd88/The-increasing-link-between-U-S-technology-and-public-science.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Francis_Narin/publication/247909063_The_increasing_link_between_U_S_technology_and_public_science/links/56aafe7c08aeadd1bdcafd88/The-increasing-link-between-U-S-technology-and-public-science.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Francis_Narin/publication/247909063_The_increasing_link_between_U_S_technology_and_public_science/links/56aafe7c08aeadd1bdcafd88/The-increasing-link-between-U-S-technology-and-public-science.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Francis_Narin/publication/247909063_The_increasing_link_between_U_S_technology_and_public_science/links/56aafe7c08aeadd1bdcafd88/The-increasing-link-between-U-S-technology-and-public-science.pdf
https://www.bio.org/sites/default/files/Study_on_Economic_Impact_Bayh-Dole.pdf
https://www.bio.org/sites/default/files/Study_on_Economic_Impact_Bayh-Dole.pdf
https://www.researchgate.net/publication/46510867_An_empirical_analysis_on_absorptive_capacity_based_on_linkage_with_academia
https://www.researchgate.net/publication/46510867_An_empirical_analysis_on_absorptive_capacity_based_on_linkage_with_academia
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa1008268
https://books.google.co.jp/books/about/Pasteur_s_Quadrant.html?id=TLKDbvJX86YC&redir_esc=y
https://books.google.co.jp/books/about/Pasteur_s_Quadrant.html?id=TLKDbvJX86YC&redir_esc=y
https://philpapers.org/rec/STOPQB
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004873331100117X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004873331100117X
https://www.japantimes.co.jp/news/2016/10/04/national/science-health/nobel-winner-yoshinori-ohsumi-urges-investment-science/
https://www.japantimes.co.jp/news/2016/10/04/national/science-health/nobel-winner-yoshinori-ohsumi-urges-investment-science/
https://link.springer.com/article/10.1023/A:1007832127813
https://pubsonline.informs.org/doi/pdf/10.1287/mnsc.48.1.138.14274
https://pubsonline.informs.org/doi/pdf/10.1287/mnsc.48.1.138.14274
https://ci.nii.ac.jp/naid/10021357020/
http://www.hakutou.co.jp/book/b186001.html


古谷真帆・渡部俊也 (2014). バイドール制度の各国比較. http://pari.u-tokyo.ac.jp/unit/
iam/outcomes/pdf/papers_140819furuya.pdf.

高橋真木子・古澤陽子・枝村一磨・隅藏康一 (2018). 日本のアカデミアにおける研究推進・活用人
材-競合から協働へ向かう産学官連携コーディネータと URA-. GRIPS DISCUSSION PAPER
18-11, GRIPS. https://grips.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&item_id=
1648&file_id=20&file_no=1.

小林信一 (1999).科学技術のモード論の背景と展開.まてりあ, 38(11):830–833. https://doi.org/
10.2320/materia.38.830.

独立行政法人工業所有権情報・研修館 (2010). 研究開発コンソーシアムにおける知財プロデューサ
の在り方に関する研究会　報告書. Technical report, 独立行政法人工業所有権情報・研修館.
https://www.inpit.go.jp/content/100165200.pdf.

関連データ・ソース

• 大学等における産学連携等実施状況について (2003年度～2017年度、各年度)
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/sangaku/sangakub.htm

関連する拠点授業科目、関連する研究プロジェクトの情報

• 政策研究大学院大学　講義　 Policy for Higher Education and University-Industry Coopera-
tion(担当:隅藏康一)

• 政策研究大学院大学　講義　 Roles of Intellectual Property Rights in Globalized World（担
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1.1.3　大学発ベンチャー
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リード文

科学技術イノベーションのプロセスにおいて、研究を社会に還元する具体的な仕組みの一つが

「大学発ベンチャー」である。米国では、大学発ベンチャー企業は、他のベンチャー企業に比較し

てパフォーマンスの高い企業であることが複数の研究によって確認されており、本来であれば実用

化できなかった技術を商業化する存在として認識されている。従って、その成功のメカニズムを探

索することは、日本においても社会的な意義が大きい。本稿では、大学発ベンチャー企業に関する

既存の研究についてレビューを行うと共に、政策形成において重要となる大学発ベンチャーの成功

のためのメカニズムについてまとめる。

キーワード

大学発ベンチャー、技術特性、創業チーム、資金調達

本文

1 イントロダクション

科学技術イノベーションのプロセスにおいて、研究を社会に還元する具体的な仕組みの一つが

「大学発ベンチャー」である。図 1は、大学発ベンチャーに関する学術論文の出版数の推移である
(Rothaermel et al., 2007)。この図 1から明らかなように、大学発ベンチャーに関する研究は年を追
うごとに増加しており、学術領域としての注目の高さを伺うことができる。アカデミアにおいて、

大学発ベンチャーに関する研究が注目されている背景には、研究者である大学教員に身近であり

データが得られやすい、ということ以外にも、大学発ベンチャーそのものの重要性がある。

∗ 早稲田大学大学院経営管理研究科准教授、政策研究大学院大学前助教授
† 一橋大学イノベーション研究センター　講師／前・東京大学大学院工学系研究科技術経営戦略学専攻　特任助教／文
部科学省科学技術・学術政策研究所　客員研究官
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Shane and Stuart (2002)によると、大学発ベンチャー企業は、他の独立系ベンチャー企業に比較
してパフォーマンスの高い企業であるとされている。他方で Ensley and Hmieleski (2005)は、独立
系のベンチャー企業と比べると収益率は低い傾向にあることを実証している。このようにパフォー

マンスそのものについては評価は別れているものの、本来であれば実用化できなかった技術を商業

化する存在としての役割は大きい。従って、その成功のメカニズムを探索することは、社会的な意

義がある。

政策担当者にとっては、大学発ベンチャー育成は、経済発展を促すために有効な手法である。革

新的な技術によって新たな経済的価値を産み、雇用を創出し、地域経済の発展を促す。大学経営者

にとっては、大学発ベンチャーは、不確実性の高い技術を商業化するための効果的な手段であると

共に、大学に資金をもたらすという点で、大学の本来的な使命である研究・教育活動をより充実さ

せる。少なくとも、大学発ベンチャーの創出は大学にとっての利益率が高い。例えばカナダの研究

者に対する調査では、設立後 3年で研究資金が 57％増加していた (Doutriaux and Barker, 1995)。

図 1 「大学発ベンチャー」関連論文数の推移

出典：Rothaermel et al. (2007)

我が国における大学発ベンチャー育成は、科学技術イノベーション政策における柱の一つとして

位置付けられてきた。1998年の大学技術移転促進法 (TLO法)、2001年の経済産業省による「大学
発ベンチャー 1000社計画」からスタートし、2015年末現在で、大学発ベンチャー企業が 1,773社
設立され、一定の成果を上げたと言える。しかしながら、その大学発ベンチャーの有効性に関する

検証は、十分に行われておらず、引き続き検証が必要である。

大学発ベンチャーの有効性の評価は、我が国に限らず、国際的に共通の課題である。

その評価が十分に行われていない背景には、適切なデータセットの欠如がある (Rothaermel et al.
2007, Shane 2004)。大学発ベンチャー企業のデータセットは、(1)サンプルサイズが小さい、(2)網
羅的なデータがない (変数が少ない)、(3)成功バイアス (現時点で生き残っている企業しかデータを
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集めることができない)、といった課題がある。従って、先行研究の多くはケーススタディ (定性研
究)に依存しており、「客観的根拠 (エビデンス)」としては今後も蓄積が必要である。

図 2 「大学発ベンチャー」関連研究の分類

出典 Rothaermel et al. (2007)を筆者が日本語化

図 2は、Rothaermel et al. (2007)による、大学発ベンチャー研究論文の分類である。大学発ベン
チャー企業に関する研究は「大学の組織的要因」、「技術移転組織の生産性」、「ベンチャー企業の

創業」、「ネットワークを含めた外部環境」の４つに大きく分類されている。これは、大学発ベン

チャーがどのような要因によって生まれ、そしてどのような要因によって育っているかを考えた時

に、この 4要素の影響が大きいと考えられていることを表している。

2 大学発ベンチャー企業を生み出し育てる要因

2.1 大学の組織的要因

大学発ベンチャーはどの大学からも同じように生み出されているわけではない。むしろ、大学

による偏りが大きいことが欧米の実態からわかっている (Pressman 2002, Charles 2001)。これは、
各大学固有の制度や文化が起業のシーズの創出や起業の意思決定に大きく影響しているためであ

る（全体像は Shane (2004)参照。また、アンケート調査による実証分析として (D’Este and Patel,
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2007)）。個々の要因については多くの研究が蓄積されている。その要点を図 3 に示した。機関の
文化として起業志向であること、機関の制度が大学発ベンチャーを促すものになっていること、そ

して、機関に大学発ベンチャーの設立に有益な人的・金銭的資源、知識資源があることが重要であ

り、それぞれが相互作用を生んでいることが確認されている。いくつか重要な個別の要素について

触れると、機関内の制度要因の中では発明者に知的財産権を帰属させることで、成果の実用化に強

いコミットメントを持ち、企業につながることがわかっている。大学に帰属する場合でも、ロイヤ

リティをエクイティ（株式）で受け取ることで、大学発ベンチャーの初期の資金不足を緩和でき、

起業の後押しになるだけでなく、大学発ベンチャ－の成功率も高める。機関内の資源要因の中で

は、技術移転機関や産学連携部門に知識の集約があることと人的ネットワークがあることが効果

的であることがわかっている。なお、このことは、国立大学・公立大学を中心に産学連携部門で知

識・人的ネットワークを持つ人材を雇用し続けられる組織としての工夫が必要であることを物語っ

ている。

図 3 大学発ベンチャーの創出に影響する大学の組織的要因

出典：筆者作成

我が国では 1997 年以降、産学連携部門や技術移転機関（TLO）の政策的な整備促進を通じて、
大学発ベンチャー創出の資源は整っている。制度については私立大学においては各機関の判断に委

ねられている一方、国立大学においてはかつて制約があったが、2004年の国立大学法人化によっ
て変化した。例えば、兼業許可が法人の判断事項となるなど、制度的な環境が急速に整った。文化

については、近年、起業文化が形成されつつある機関がいくつか登場している。例えば、東京大学

はかつて他の大学に比べると起業が必ずしも活発な大学とはいえなかったが、大型の上場や世界

的な起業に買収される教員発ベンチャーが登場するなど変容を遂げている。ただ、専ら大学発ベン
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チャー設立を促す形で大学を改革したのではなく、伝統的な大学の文化と併存させる形で大学発ベ

ンチャーに有益な制度を入れ、人的資源・知識資源を培い、大学の文化を変えていったことが奏功

した可能性が指摘されている (Yoshioka-Kobayashi, 2018)。

2.2 技術移転組織の生産性

大学発ベンチャーの創出には産学連携部門や技術移転機関など、技術移転組織の影響が大きい。

第一に、創業の判断に大きな影響を与える。技術移転組織は、例えば研究者の発明を特許化する

か否かの判断にあたって、市場機会の判断を行うため、起業についてのアドバイスも行いやすい立

場にある。このことが奏功した例が、2006年に東京大学の菅裕明教授が発明した技術を基に創業
されたペプチドリーム株式会社である。菅教授が発明の特許出願について技術移転機関である株式

会社東京大学 TLO に相談したところ、起業を勧められたことが創業の契機になっている。なお、
同社は 2013年に上場し、400億円の時価総額をつけたことでも知られている。
第二に、経営者やベンチャー・キャピタリスト、弁護士・会計士・税理士などの専門家とのネッ

トワークを構築しやすい立場にあり、大学に不足する経営資源を補うことができる。前述のペプチ

ドリーム社の事例では、東京大学 TLOから話を聞いた株式会社東京大学エッジキャピタルが経営
者となる人材を紹介したことで創業に至ることができた。

2.3 ベンチャー企業の創業

当然のことであるが、起業したベンチャーがどのような資源を持っているかは、その後の成功確

率に影響を与える。

そもそもベンチャー・キャピタルのようなリスクマネーの供給を受けていることはその後の成功

に大きく影響する Shane and Stuart (2002)。我が国で顕著なように。一般的な融資では、十分な担
保となる資産か人的な保証が求められてしまい、仮に事業が失敗すると社会的関係までも破壊す

る結果を招いてしまう。これではリスクが高すぎて、革新的な事業を核とするベンチャーを起こす

ことは容易でない。ではどのようにするとベンチャー・キャピタルからの投資を受けやすいのだろ

うか。

これまでの研究蓄積では、模倣を阻止する特許群を有していること Shane and Stuart (2002)、創
業者にマーケティングやマネジメントの経験者が含まれていること Roberts and Malonet (1996)が
指摘されている。また、直接にベンチャー・キャピタリストとの社会的なつながりの影響も指摘さ

れている (Shane and Stuart 2002;Shane 2004)。
大学発ベンチャーのパフォーマンスには、戦略の妥当性 Shane (2004)、大学の研究者の技術開発
への関与Maki (2015)、経営陣の専門の多様さ Doutriaux and Barker (1995)など、様々な要因が明
らかになりつつある。とくに日本の大学発ベンチャーの研究では経営陣に母体となった大学以外出

身者の割合が高いこと、経営陣の構成の異質性が高いことがパフォーマンスを高める要因であると

指摘されている (平井祐理 et al., 2013)。
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2.4 ネットワークを含めた外部環境

大学発ベンチャーを生み出すには、外部環境も重要である。例えば、地域内の起業のエコシステ

ムの存在は大きな貢献をする。起業のエコシステムとは、起業経験者がベンチャー・キャピタリス

トとなり新たな起業を促し、その起業によって成功した者が新たなベンチャー・キャピタリストと

なりさらなる起業を促す、というものである。このようなエコシステムが形成されている地域とし

てはシリコンバレーが知られているが、近時の研究ではテキサス州オースティンにおいて大手企業

の OBを起点としてテキサス大学からベンチャー創出のエコシステムが形成されたことが紹介され
ている (福嶋路, 2013)。同様に、マサチューセッツ工科大学やハーバード大学を有するボストン、
ロンドン大学などを有するロンドン、ケンブリッジ大学を有するケンブリッジ、ベルリン大学を有

するベルリン、北京大学や清華大学を有する北京市中関村地域、そして近年では東京大学本郷キャ

ンパス周辺や中国深セン市にエコシステムが形成されつつあることが指摘されるようになった（表

1、表 2）。ただし、シリコンバレーが世界的なインパクトを持ちつづけている状況が依然として続
いていることが併せて指摘されている (Economist, 2015)。この要因の一つは、成長力が高く、他産
業の基盤ともなるソフトウエア産業に特に強みがあることであるという (Gupta and Wang, 2016)。
実際、ベンチャーキャピタルの投資額も多くがシリコンバレーに偏在している（表 3）。
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表 1 大学発ベンチャーを生み出すエコシステムの形成が指摘される地域 (1)

(注)主要集積や関連大学はWikipediaの記述も参照した。
(出所)筆者作成

表 2 大学発ベンチャーを生み出すエコシステムの形成が指摘される地域 (2)

(注)主要集積や関連大学はWikipediaの記述も参照した
(出所)筆者作成
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表 3 地域別のベンチャーキャピタル投資額（2012年）

（注 1）Thomson Reutersのベンチャー投資データベースに基づく集計。
(注 2)背景色ありの列は表 1,表 2記載の地域。

(注 3)比率は全世界のベンチャーキャピタル投資額に占める割合
（出所）Martin Prosperity Institute (2016)

この他に、ベンチャーを支援する制度の存在も重要である。リスクマネーの供給がその一つであ

り、成長フェーズに応じた研究開発助成を行うことを目的とした米国の制度である Small Business
Innovation Research(SBIR) はベンチャーの発展に大きく寄与していることが知られている (Maki
2015;山口栄一 2015)。

3 政策担当者への示唆

大学発ベンチャーは、イノベーションを起こす手段の一つである。その創出・成功要因で明ら

かなように、多数の要因が相互に関わり合って生み出され成長していくものである。大学発ベン

チャーをめぐる政策においては、社会を変えていくような力のある大学発ベンチャーを生み出し、

成長させ続けていく生態系（図 4参照）が意識されるべきである。
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図 4 大学発ベンチャーをめぐるエコシステム

出典: 福嶋路 (2013)を参照したうえで筆者作成
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1.1.4　スター・サイエンティスト-サイエンスとビジネ
スの好循環が新産業を創出する-

牧兼充 ∗ 長根 (齋藤)裕美 †

初版発行日：2018年 8月 28日、最終更新日：2019年 4月 25日

リード文

科学技術イノベーションの源泉となる基礎研究が、社会・経済に強烈なインパクトをもたらすと

いう観点から、科学的発見から技術開発まで、様々な点で優秀な"スター"に着目することがキーポ
イントになる。ここでは、主にアメリカで展開されてきたスター・サイエンティストにまつわる研

究についてレビューするとともに、日本の現状と照らし合わせて、今後の展望を行う。スター・サ

イエンティストに関する研究は、「スターをどのように育てるか」、「スターをどのように活用する

か」という二つの観点から、科学技術イノベーション政策の設計に活用可能である。

キーワード

スター・サイエンティスト、基礎研究、大学発ベンチャー

本文*1

1 イントロダクション

イノベーションの源泉が"科学"にあるように、科学の源泉は"基礎研究"にある。そしてその基礎
研究を担うのは"サイエンティスト（科学者）"である。サイエンティストの研究活動から生み出さ
れた科学的知識が、イノベーションにつながり、社会・経済にインパクトをもたらす。　特に社

会・経済に強烈なインパクトをもたらすという観点からは、サイエンティストの中でも、科学的発

見から技術開発まで、様々な点で優秀な"スター"に着目することはキーポイントになる。スター・

∗ 早稲田大学大学院経営管理研究科准教授、政策研究大学院大学前助教授
† 千葉大学社会科学研究院　准教授

*1 本稿は、政策研究大学院大学科学技術イノベーション政策研究センターワーキングペーパー「スター・サイエンティ
ストが拓く日本のイノベーション」をベースに加筆・修正を行った。
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サイエンティストに関する研究は、「スターをどのように育てるか」、「スターをどのように活用す

るか」という二つの観点から、科学技術イノベーション政策の設計に活用可能である。

2 スター・サイエンティストとは何か

サイエンティストを評価する基準は様々である。公刊する論文数、あるいはその論文の質などが

基準として考えられる。また論文の質というと、被引用数 (学術論文・特許の参考文献あるいは非
特許文献において参照された数)が多い、またはトップレベルの学会誌に掲載されている、といっ
たことが挙げられる。むろん、これらは"学術的な価値"であって、社会・経済になにがしかのイン
パクトをもたらしたという意味での"社会・経済的な価値"と必ずしも一致するとは限らない。例え
ば特許につながった論文であるか、ひいては価値のある特許につがったかどうかが、その論文の社

会・経済的価値を左右するとも言える。むろん、よい学術的成果はよい特許につながることも多

く、その場合、学術的価値と社会・経済的価値は相関するともいえる。

サイエンティストのなかでも、卓越した業績をもつサイエンティストを、ここでは「スター・サ

イエンティスト」と呼ぶことにする。これは通常のサイエンティストに比べて、論文数、被引用

数、ひいては特許出願など、様々な点で優れている研究者のことを指す。これらの結果として、学

会の賞を受賞、もしくは権威のある学会の要職を兼務していることもスターの証左になるだろう。

また通常のサイエンティストと比べて優秀な博士課程の学生やポスドクを育てているといった、教

育面での貢献も挙げられる。このようにスターは様々な側面をもつ。それゆえに、スターは必ずし

も一意に定義されているわけではない。上述したようにサイエンティストの評価基準は様々に考え

られ、どの基準で評価するかによってスターの意味は異なってくる点には注意されたい。

スター・サイエンティスト研究のパイオニアとして、カリフォルニア大学ロサンゼルス校の

Lynne Zucker教授とMichael Darby教授が挙げられる。彼らは論文データや特許データ、および地
域の企業のデータなどを結合し、大規模なデータベースを作り、スター・サイエンティストの特性

や産業界へのインパクトを様々な観点から定量的に明らかにしてきた。

一つは地理的観点である (Zucker et al., 1998)。1976年から 1989年におけるバイオテクノロジー
分野を対象に、遺伝子配列に関する発見をした 327人の研究者をスター・サイエンティストとして
定義したうえで、彼らとバイオテクノロジーのベンチャー企業の関係についていくつかの観点か

ら分析している。彼女らはスター・サイエンティストとベンチャー企業の地理的分布を分析し、ス

ター・サイエンティストのいるところにベンチャー企業が集積していることを明らかにした。これ

によりスター・サイエンティストの分布とベンチャー企業の集積には何らかの相関があることが示

唆された。

二点目はベンチャー企業のパフォーマンスの観点である (Zucker et al., 2002)。ベンチャー企業の
パフォーマンス指標として、（1）特許、（2）開発中のプロダクト、（3）上市したプロダクト、を取
り上げた上で、それらと 1)スター・サイエンティスト、2)全米トップ研究大学（必ずしもスター・
サイエンティストが存在するとは限らない）、3)ベンチャーキャピタル、とのつながりを概観した。
結論として、スター・サイエンティストと共著論文が多いベンチャー企業は、パフォーマンスも高
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くなること、トップ研究大学との共著が増えるほど、概して企業のパフォーマンスは高くなるが、

スター・サイエンティストとの共著の場合に比べるとそれほどパフォーマンスは高まっていないこ

と、ベンチャーキャピタルの投資はパフォーマンス向上にはつながるものの、その影響は他の二つ

と比較しても、更に小さいこと、などを明らかにしている。以上より、ベンチャー企業のパフォー

マンスに影響を与える最たるものとしては、スター・サイエンティストとの共著が有力であること

が示唆される。

Zucker and Darby (2007)は、スター・サイエンティストのベンチャー企業への関与の、スター・
サイエンティストの研究業績への影響を検証している。結論は、スター・サイエンティストがベン

チャー企業に関わることは、研究者の業績を上げるというものである。彼らはベンチャー企業に関

わった (ベンチャー企業と共著論文がある、もしくはベンチャー企業において役職を持つ)バイオテ
クノロジー分野のスター・サイエンティストの業績の違いを分析している。米国におけるバイオテ

クノロジー分野のスターといえるサイエンティストは合計で 207人おり、その中で、69人が何ら
かの形で企業との関係を持っている。そのうち 57人は企業との共著論文を書いていて、更に 12人
はベンチャー企業においてサイエンティフィック・アドバイザー (科学顧問)もしくはファウンダー
(創業者)としてのポジションを保持している。彼らの１年あたりの論分数および 1論文あたりの被
引用数をみると、まず全く企業との関わりがないスター・サイエンティストは論文数で平均 1.67、
被引用数で平均 13.15であるのに対して、ベンチャー企業と何らかのつながりをもつスター・サイ
エンティストは論文数で平均 2.53、被引用数で平均 22.52であり、明確な差がある。
さらにはベンチャー企業と何らかの関わりをもつスター・サイエンティストのなかで、共著論文

のみ有する者と、共著論文のみならずベンチャー企業において何らかのポジションを有する者を比

較すると、公刊論文の平均はそれぞれ 2.54と 2.53と大差ないが、被引用数で見ると前者が 20.74
であるのに対して後者が 31.39と、後者が圧倒的に多い。
このようにベンチャー企業と関わっているサイエンティストのほうが論文数（量）および被引用

数（質）ともに大きいことはもちろん、特にベンチャー企業において何らかの役職を保持し、より

直接的に関わっているサイエンティストのほうが研究業績の質が高いことが示唆される。さらに時

系列による分析を行い、スター・サイエンティストがベンチャー企業と関わって以降、研究業績が

向上していることも示している。

以上のことから、Zucker and Darby (2007) は、スター・サイエンティストと企業が何らかの形
で関わると、それぞれ研究業績および企業業績が上がるという"Virtuous Circles in Science and
Commerce"(サイエンスと商業化における好循環)の関係を示唆している（下記図 1）。
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図 1 サイエンスと商業化の好循環

出典：Zucker and Darby (2007)より転載。翻訳は筆者による。

3 日本への示唆

無論、前節で紹介した結果は主に 1970年代から 1980年代、米国、そしてライフサイエンス分
野を対象としているという点で、年代、国、分野の制約に基づく。ではこの「サイエンスと商業化

における好循環」は果たして各国に共通する普遍的な事象といえるだろうか？

Zucker and Darby (2007) は、1970 年代から 1980 年代のバイオテクノロジー分野を対象に、国
際比較も行っている。その結果によると、国別のスター・サイエンティストの分布から、米国が

50.2%で 1位であるのに続き、日本が 12.6%を占めていることを示している。さらに企業とのつ
ながりがあるスターの割合をみると、米国が 33.3%であるのに対して、日本は 42.3%である。
ただし、スター・サイエンティストの企業とのつながりに着目した場合、1980年代の産学連携
先には日米で大きな違いがあることが示されている (Zucker and Darby, 2001)。スター・サイエン
ティストが連携する企業として、米国ではその多くが主にベンチャー企業であったのに対して、日

本では大企業であった。その背景には米国では当時ベンチャー企業を創業することが盛んであった

のに対して、日本ではあまりベンチャー企業そのものが存在しなかったということがある。このよ

うに、サイエンティストが生み出した研究成果から生まれた知識を移転する産業界側の受け手は、

各国の特殊性によって異なる。いずれにしろ重要なのは、サイエンティストが生み出した研究成果

を実用化するためには、その知識を産業側の適切なパートナーに移転することである。

スター・サイエンティストの分布に関する国際比較は、日本の産学連携に新たな視座を提供す
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る。日本における政策策定の現場においては、日本の産学連携は米国に比して遅れていると判断さ

れる傾向にあったが、少なくともバイオテクノロジー分野、かつ 1970から 1980年代に限っては、
必ずしもそうとはいえないことが示唆される。

4 他のスター・サイエンティスト研究

Zucker and Darby の一連の研究が、スター・サイエンティストが産業界に及ぼす影響に焦点
を当てたのに対して、アカデミックの世界にもたらす影響に焦点をあてた研究も行われている。

Azoulay et al. (2010)は、スター・サイエンティストが周りの研究者に及ぼすスピル・オーバーをき
わめて斬新なアイディアで実証的に明らかにしている。スター・サイエンティストの周りには沢山

の研究者が集まり、グループを形成する。スター・サイエンティストの研究パフォーマンスはもち

ろん高いが、スター・サイエンティストの周辺にいる研究者も、他の研究者に比べて研究パフォー

マンス (論文数や被引用数)が高い、という事象が観察される。すなわちスター・サイエンティスト
を中心としたグループが存在し、そのグループの中と外の境界らしきものが存在する。そうしたグ

ループのことを「インビジブル・カレッジ」と呼ぶ。

むろんスター・サイエンティストの周辺にいることと、その研究者の研究パフォーマンスが高い

ということは、因果関係ではなく相関関係である。その相関関係を説明するには二つの仮説が考え

られる。一つは、スター・サイエンティストの周辺に集結する研究者はもともと優秀であるという

説 (仮説 1) である。すなわち、優秀だからこそ、スター・サイエンティストに認められて共同研
究するチャンスが増える（スター・サイエンティストの周辺にいることができる）というものであ

る。二つ目はスター・サイエンティストが周りの研究者にプラスの影響を与えるため、周りにいる

研究者が優秀になっていくという仮説 (仮説 2)である。
どちらの仮説が支持されるのか? Azoulay et al. (2010)は自然実験の手法でアプローチした。彼
らはスター・サイエンティストの中で、突然事故死をした研究者をリスト化して、その前後で、周

りの研究者のパフォーマンスがどう変わったかを考察した。突然の事故死はまさに外生的な要因で

あり、何らかの因果によって起こされたものと考えづらい。この点を利用して、スター・サイエン

ティストが突然消えることによって、スター・サイエンティストの周辺にいた研究者のパフォーマ

ンスに変化があったとすれば、周辺にいる研究者が優秀なのは、その研究者が本来持つ能力による

ものではなく、スター・サイエンティストが何らかの影響を与えていたからであると結論づけられ

る。結果は、スター・サイエンティストが消滅した途端に、周囲の研究者の研究パフォーマンスが

下がる、というものであった。すなわち仮説 2が支持されて、スター・サイエンティストが周囲に
プラスの影響を与えていることが示唆された。

ではスター・サイエンティストはどのように周辺の研究者に影響を与えているのか。すなわち上

述した「インビジブル・カレッジ」にスター・サイエンティストはどのように関わっているのだろ

うか。一つ目として、スター・サイエンティストからのアイディアの「スピル・オーバー」が挙げ

られる。スター・サイエンティストはいつも新しい研究のアイディアを持っているため、周囲の研

究者も新しい研究テーマを思いつきやすくなる。二つ目として挙げられるのが、スター・サイエン
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ティストが「ゲートウェイ」の役割を果たすという説である。スター・サイエンティストはコミュ

ニティのハブであるため、その周辺にいることで研究者同士が新たに出会い、一緒に論文を書くよ

うになることが考えられる。三つ目は、研究リソースへのアクセシビリティの点である。スター・

サイエンティストはリソースを沢山持っているため、その周辺にいることで研究費等を含めたリ

ソースにアクセスしやすくなると考えられる。四つ目は、スター・サイエンティストは論文の査読

プロセスに影響力を持っているため、論文が採択されやすくなるということが考えられる。同様の

仕組みで、五つ目として、研究グラントの審査が通りやすくなるということも考えられる。Azoulay
et al. (2010)は、これらの仮説を一つ一つ検証して、結果としてアイディアのスピル・オーバーの
みが、スター・サイエンティストのインビジブル・カレッジへの価値の提供だと指摘している。

むろん、課題も残されている。たとえば、スター・サイエンティストといえども一絡げに扱うと

ミスリーディングになる可能性がある。米国ではノーベル賞を受賞した教授の研究室でのポスドク

は選ばない方が良いという共通認識があるという。これはノーベル賞を受賞するようなスター・サ

イエンティストのもとで若手研究者が研究する場合、スター・サイエンティストの活発な研究活動

を支えるべく、研究の手足として使われるだけ使われて、筆頭著者 (論文の主たる貢献者)として論
文を書くようなチャンスをなかなかもらえなくなるということを含意している。すなわちスター・

サイエンティストも様々であり、「良いスター・サイエンティスト」と「悪いスター・サイエンティ

スト」がいる可能性がある。こうした可能性も踏まえてスター・サイエンティストの特性を分類す

ることも必要だろう。

この点で言えば、従来のスター・サイエンティストの概念を拡張し、サイエンティストの研究の

生産性以外の価値を踏まえた研究として、Oettl (2012)がある。この論文では、サイエンティスト
が他の研究者たちの生産性に影響をあたえるメカニズムを解明するため、従来よりもサイエンティ

ストのパフォーマンスの評価に新しい次元を加えた。伝統的なサイエンティストの分類が論文生産

性に依っていたのに対して、Oettl (2012)では新たに社会的次元として、他の研究者の助けになっ
ているかどうか（helpfulness）を考慮した。その代理指標としては論文で謝辞に名前が登場するか
どうかを測定した。さらにこの helpfulnessが高いことが周りの研究者にどのような影響を与えて
いるかを、事故死した helpfulなサイエンティストの共著者の論文の変化を分析することで明らか
にした。結果として、非常に helpfulなサイエンティスト（故人）の共著者は質の点でアウトプッ
トが減少し、あまり helpfulではないが、高い生産性を誇るサイエンティストの死は、共著者のア
ウトプットに影響しないことがわかった。

5 今後への課題

Lynne Zucker教授やMichael Darby教授を中心に進められてきたスター・サイエンティスト研究
は、新たな広がりを見せ始めている。しかしながら、日本を対象にしたスター・サイエンティスト

研究についていえば、まだまだ手薄であるといえよう。Zucker and Darbyによる研究には日本を対
象にしたものも含まれているが、おもに 1970年代から 1980年代を扱っているし、日本のナショ
ナル・イノベーション・システムの歴史上の転換点として重要な 1995年の科学技術基本法以降の
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現象を考察していない。

何を持ってサイエンティストを「スター」とするのか、そしてどのようにスターのタイプを分類

するのか。様々な観点から検討し、その結果、どのようなスター・サイエンティスト像が浮かび

上がるのか。また彼らがどれだけ社会・経済にインパクトをもたらしうるのか。これ自体が、ス

ター・サイエンティスト研究の課題である。

こうした課題に答えていくためにも、対象年代や国、分野を広げた上で、Zucker and Darbyが構
築したような、スター・サイエンティストの研究活動および企業とのつながり、そして企業のパ

フォーマンス、ひいては地域への影響を含めた、様々な情報を結合させた大規模なデータベースが

必要である。これは日本のスター・サイエンティスト研究を進めるに当たって、喫緊の課題であろ

う。こうしたデータベースができれば、スター・サイエンティストの知識生産活動のメカニズム

や、その科学的知識の移転メカニズム、さらには移転された科学的知識がいかに社会・経済にイン

パクトをもたらすのかのメカニズムなど、スター・サイエンティストをめぐる産業やアカデミック

の世界への影響を明らかにできる。こうした研究から得られるエビデンスは、科学技術イノベー

ション政策の設計においても活用されることが期待される。
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1.2.1　イノベーションと企業の栄枯盛衰

軽部大 ∗

初版発行日：2018年 8月 28日、最終更新日：2019年 4月 25日

リード文

キーワード

本文

1 栄枯盛衰

技術進歩による成長機会を享受して、急速な成功を収めた企業は枚挙にいとまがない。Facebook
や twitterは、急成長する SNSサービス分野における成功事例である。Android OSを中心として
インターネット関連事業で急速な成長を果たした Googleや、移動体通信技術や半導体設計で業界
標準を握る Qualcommもまた、代表的な成功事例の一つであろう。
その一方で、技術革新がもたらす果実を享受する新規参入企業との競争に敗れ、市場からの退出

を迫られる事例も散見される。電子技術の進歩によって、銀塩カメラとフィルムはデジタルカメラ

に代替され、業界最大手だったイーストマン・コダックをはじめとして多くの銀塩フィルムメー

カーが廃業に追い込まれたのは、最近の出来事である。フィルム業界で唯一実質的に生き残ったの

は、フィルム事業以外へ主力事業への転身を図った富士フイルムだけであった。このような業界で

中心となるプレーヤーの市場地位の変化に必要となる時間は、従来にも増して短くなっている*1。

米国有力経済誌 Fortuneの売上高上位 500社企業ランキングに登場する顔ぶれと歴史的変化を見
ると、主役交代の激しさがわかる。例えば、1955年の企業ランキングで上位 500社にランクイン
した企業のうち、50年後の 2005年に同じくランクインした企業はわずか 80社である*2。確かに、

主役交替の激しいアメリカでも、GE、プロクター&ギャンプル、ボーイング、デュポン、3M、ジョ
ンソン・エンド・ジョンソンなど、業界のリーダーとして常に技術革新を主導し、新規参入企業の

挑戦を退けながら長期にわたって市場地位を維持してきた大企業も存在する。しかし、長年そのよ

∗ 一橋大学イノベーション研究センター

*1 Stalk (1990)
*2 具体的な企業については、次の web サイトを参照されたい。http://archive.fortune.com/magazines/
fortune/fortune500_archive/full/1955/

1

http://archive.fortune.com/magazines/fortune/fortune500_archive/full/1955/
http://archive.fortune.com/magazines/fortune/fortune500_archive/full/1955/


うな市場地位を維持することは決して容易ではないのである。

2 先行者の優位と専有可能性

2.1 先行者の優位とイノベーション成果の流出

競合他社に＜時間的に先行して＞手がけることで得られる優位性を、「先行者の優位（first mover’s
advantage）」という*3。先行者の優位性とは、次のようなものが挙げられる。1)技術的先行するこ
とで得られる一定期間の利益の独占（業界のパイオニア企業として高い価格を設定でき、顧客も進

んで高い価格を支払う）、2)標準規格への関与（業界のパイオニア企業として、業界標準プロセス
の策定に関与できる）、3)特許取得（特許という形で技術的障壁を形成し、他社の参入を防ぐ）、4)
経験曲線効果（他社よりも先行して量産することにより、より安価に生産する方法を他社に先駆け

て学習できる）、 5)資源の先買（稀少な資源を他社に先駆けて専有することができる）、6)買い手
の切り替え費用（顧客が購入先を切り替えるのに必要なコストを生み出し、一度獲得した顧客を維

持しやすくなる*4）、7)ネットワーク外部性（ネットワークの規模の拡大に伴いネットワークの利
用者の便益が高まる場合、他社に先駆けてネットワークの規模を拡大することで、ネットワークの

利用者の便益を高めることができる*5）である。

しかし、そのような先行者優位は常に実現するとは限らない。それとは逆に、場合によっては

「後発者の優位」と呼ばれる、後追いするがゆえの優位が生まれる場合もある。

2.2 イノベーションによる利益確保の可能性

2.2.1 利益確保の可能性（専有可能性）

先発者が自ら作り出したイノベーションの果実を、＜どの程度＞自分のものとして確保できるか

否かを理解する上で、鍵となるのが「利益確保の可能性（専有可能性：appropriability）」という概
念である。「イノベーションから得られる経済的価値を自分のものとして確保できる程度」を意味

する。利益確保の程度が非常に高い状態とは、イノベーションから得られる経済的果実をほとんど

自分のものとすることができる状態である。それとは逆に、その程度が非常に低い状態とは、ほと

んど自分のものとすることはできず、他社に経済的果実を持って行かれる状態を指す。

利益確保の程度を左右する要因として、1) リードタイム（先発者と後発者との時間的先行性が
どの程度大きいか）、2)法的な保護（特許、意匠権、著作権などの知的財産権によってどの程度保
護されるか）、3)技術の模倣のしやすさ（後発者によってどの程度技術の中身が観察可能で、再現
可能であるか）、そして 4)補完的資産の重要性とその保有状況が挙げられる*6。リードタイムが短

*3 Lieberman and Montgomery (1988) First-mover advantages. Strategic Management Journal, 9: 41-58.
*4 スイッチングコスト（switching cost）とも呼ばれる
*5 家族や友人が同じ携帯電話会社に契約している時に、そうでない場合に比べて利便性が高い場合を考えてみれば良
い。

*6 補完的資産に関しては、次の論文を参照されたい。Teece (1986)
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く、法的保護が十分ではなく、技術が模倣されやすく、補完的資産が重要であるにも拘わらず十分

に保有できていないと、先行して技術で勝っても市場での競争に敗れる、という結果につながる。

法的保護は説明するまでもなく、開発された技術の所有権が法律でどの程度保護されるか、という

問題である。法的保護が未整備の新興国において事業展開する際には、しばしば知的財産権への対

処が重要な経営課題となる。最先端の技術開発においても、他社からの模倣を牽制するという意味

で、重要な経営課題となる。

模倣のしやすさ：同じ技術でも技術の性格によって、模倣されやすいものと、されにくいものが

ある。客観的で明示的に形式知として表現できる技術は模倣されやすい。他方で、ヒトや組織に体

化しているため暗黙知として存在するが故に、競合他社から観察が難しい業務運営ノウハウ、生産

技術や細々なノウハウの塊などは、競合他社から容易に模倣されにくい*7。広範な要素技術によっ

て構成される裾野を広く持つ製品の場合もしばしば模倣が難しい。要素技術の複雑性をすべて他社

が同じ性能で再現することは難しくなるからである。その点で、製品技術の複雑性も模倣のしやす

さに影響を及ぼす要因である。競合他社から見て何が競争力の源泉か、観察することも原因を同定

することも難しいこともある*8。

補完的資産：新しく開発された技術を事業として成功に結びつけるためには、製品やサービスを

生産するための設備や機械、それを売るための販売網やユーザーの使用やメンテナンスを支援する

サービス網などの補完的な機能が必要である。例えば、新しい冷凍食品を市場に投入するには、い

わゆるコールドチェーンと呼ばれる冷凍倉庫や冷凍トラック、冷凍食品を陳列する冷蔵設備を備え

た食料品店やスーパーマーケットが必要になる。これらは新しい冷凍食品という本源的価値を顧客

に届けるために必要な補完的な機能を提供する資産である。いくら優れた冷凍食品の開発に成功し

たとしても、このような補完的資産（complementary asset）を自ら保有するか利用でなければ、イ
ノベーションから得られる果実を自分のものとして専有できないのである。もし、補完的資産が誰

でも利用可能なものであれば、問題はない。問題となるのは、補完資産が開発した製品やサービス

に固有の特殊なものであり、しかも特定企業に集中していて、それに対抗する資産を他の企業が利

用しにくい、あるいは獲得するか新たに構築するのに時間や費用がかかる場合、資産を保有してい

る企業が、イノベーションから得られる果実の分配において強い交渉力を持つこととなる。

先行して技術革新に成功する主体「イノベーター（innovator）」の専有可能性が低いと、先発者
として新しい製品を開発しても、既存企業の巻き返しや新製品を模倣して後から参入する新規参入

者の攻勢に遭うこととなる。結果的にイノベーションの果実を十分に享受することなく市場の表舞

台から去って行くケースも出てくる。CTスキャナーの開発でノーベル賞を獲得しながら、やがて
事業から撤退を余儀なくされたイギリスの EMIはその例である。民間旅客機のジェットエンジン
航空機のパイオニア企業であったデハビラント、ダイエット・コーラを初めて世に出した RCコー
ラも同じ運命を辿った。IBMもMS-DOSをパーソナル・コンピュータのオペレーティング・シス

*7 ただし、相対的に模倣されにくい暗黙知も、それが製造装置やヒトに体化（embodied）されることで、競合他社に技
術やノウハウが流出することがある。競合他社も同じ製造装置や生産機械をつかうこと、あるいは有力な技術者が競
合他社へ転職するケースを考えてみれば良い。

*8 詳しくは、次の論文を参照されたい。Reed and DeFillippi (1990)
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テム（OS: Operating System）の業界標準にすることに成功したが、そこから得られる果実を専有
できずにマイクロソフトに奪われる結果となった。

表 1.2.1.1は、専有可能性の手段について、その有効性を日本と米国の企業に尋ねたアンケート
調査の結果である*9。

日本では、製品イノベーションについては製品の先行的市場化が最も有効で（40.7%）、次いで
特許による保護（37.8%）、製造設備・ノウハウの保有・管理（33.1%）、販売・サービス網の保有・
管理（30.0%）となっている。工程イノベーションについては、製造設備・ノウハウの保有・管理
（36.1%）、技術情報の秘匿（28.9%）、製品の先行的な市場化（28.2%）の順となっている。特許も
重要だが、先行的市場化や補完的資産も同様に重要だということが分かる。一方米国では、製品イ

ノベーションについては、製品の先行的市場化が最有力（51.8%）という点は同じだが、技術情報
の秘匿（51.4%）がそれに続いている。工程イノベーションでは技術情報の秘匿（52.7%）、製造設
備・ノウハウの保有・管理（43.3%）、生産・製品設計の複雑性（38.6%）の順となっている。国に
よっておかれている状況が異なり、その強調点も異なるということであろう。

収益の保護手段は、産業によっても大きく異なる。表 1.2.1.2は、業種別の収益保護手段の比率
を示したものである。業種は生活関連型産業、基礎素材型製造業、そして加工組立型製造業に大別

し、基礎素材型と加工組立型については、代表例としてそれぞれ化学工業と鉄鋼業、情報通信機械

器具と輸送用機械器具の比率を示している。この表から、一口に製造業と言ってもその多様性が読

み取れるであろう。

*9 後藤晃・永田晃也 (1997)
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化学工業では特許が最も多く、それに製造技術・方法または販売方法の秘匿が続いている。これ

に対して、同じ素材型製造業でも鉄鋼業においては、他社に先駆けた製品・サービス投入が最上位

となっている。加工組立型産業の情報通信機械器具では、他社に先駆けた製品・サービス投入が最

上位で、それに生産・製品設計の複雑化が続いている。自動車を含む輸送用機械器具では、製造技

術・方法、または販売方法の秘匿が最も多いことが分かる。収益を自らのものとして保護する方法

は業界によって異なり、そして追求すべき技術戦略も業界によって異なるのである。

2.2.2 利益専有に内在する問題

無から有を作り出す努力と、それに挑むリスクテイクは賞賛されるべき行為である。イノベー

ションの実現に先行した企業は、そこから得られる経済的価値の全てを自らのものとして収穫する

動機に駆られることとなる。ただし、競合他社による模倣に関連して、留意すべきことがある。そ

れは、イノベーションの果実を専ら自分のものとして、可能な限り競争相手をできるだけ少なくす

るという方針は、いつも正しいとは限らないという点である。

イノベーションの果実を獲得するためには、競争相手を少なくすることで市場を独占することが

常道である。しかし、時として競争相手を増やすことが重要な場合もあるからである。というの

も、独占状態が独占に成功した企業の更なる企業努力を減退させるからだけではなく、孤立主義や

排他主義は、市場自体の育成にマイナスとなることがあるからである。競争相手が増えることで、

それらの競争相手にも川上から材料や部品を提供する供給業者としての新規参入を期待できる。競

争相手の増加は、川上の供給業者の育成にもつながる。同様に、競争相手が増えることで、それら

の競争相手から製品を購入する川下の顧客から見れば、購入の選択肢が増え、安定的な購入が可能

となる。

例えば、自動車や半導体業界をはじめとして B to Bの世界では、安定調達を目的に、複数購買と
呼ばれる同一機能の製品を複数の異なる企業から購入・調達することが一般的である。競争相手が

増え同業他社が存在することで、顧客への新製品・サービスの認知度も高まるし、顧客の教育訓練
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やインフラの整備も分担することが可能となる。競争相手が増えることで業界規模が拡大すること

で、補完的機能を持つ補完財業界の育成も期待できるようになる。結果的に、競争相手が増えるこ

とで、川上・川下の様々なレベルで技術が改善され、進歩し、市場が拡大するという特定企業が専

有することでは得られない効果が期待できるのである。

例えば、当初薄型テレビ業界では、プラズマディスプレイと液晶ディスプレイ（LCD）という異
なる技術方式に基づく市場競争が繰り拡げられ、当初はインチサイズでの棲み分けが成立すると考

えられていた。しかし、その後 LCDがコストと性能で大幅な改善を実現し、液晶が市場を支配す
ることとなった。その一因は、川上、川中、川下それぞれで起きた激しい競争ゆえに、川上業界や

補完業者の育成と多様なセットメーカーの参入が促されたからである（図 1.2.1.1参照）。孤立主義
は川上業者の参入意欲を低下させる。川上の供給業者が増えなければ、自社の強みは高まらない。

結果として川下業者の参入意欲も相対的に低下する。他方で、川中で激しい競争が起き、それが川

上と川下の参入と激しい競争を誘引したのが液晶である。結果としてプラズマと液晶ではバリュー

チェーン全体で経営資源の投入と経営努力において大きな差が生まれたと考えられる。それが結果

として液晶ディスプレイでの性能とコストで大幅な改善をもたらしたのである。

自社に生産能力や販売サービス網がない時には、むしろそのような補完的資産を有する企業にラ

イセンスを供与したほうがリスクは小さいし、より大きな果実を得ることができる場合もある。例

えば、インテルは 1985年に日本企業との競争に敗れて、中核事業の一つである DRAM事業から
撤退したものの、その日本企業に敢えて自社が注力することとなったMPU事業のセカンドソース
メーカーとしての権利を認めたのは興味深い事例である。一見すると自社を窮地に追いやった日本

企業に自社の残された中核事業の製品の代替品を生産することを認める戦略は、短期的には敵に

塩を送る戦略であり、自滅的な戦略であるように見える。しかし、急速に成長する日本企業の生産
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能力を利用して、自社単体では不可能な自社中核事業の市場機会を広げ、自社事業が大きく立ち上

がって時点でセカンドソースメーカーとして順に日本企業を排除し、自社投資に切り替えていく戦

略は、まさに他社の力をテコにして自社の競争力を上げていく戦略の好例である*10。

海外の市場などは、現地の企業と組まなければ参入できない場合もある。進出国の政府の政策で

そのように誘導される場合もあれば、進出国の固有な生活文化や慣習ゆえにそうせざるを得ない場

合もある。業界標準を獲得するために賛同する競合メーカー数を増やして、より多くのユーザーを

獲得することは、ネットワーク外部性の高い商品ではとても重要である。新しい技術を自社で専有

するのではなく、競争相手も含め、外部の企業と協力することが重要となるケースも存在する。そ

こでは、従来からの競争という概念に加えて、様々な業者と価値をともに作り出していく「共創」

という概念も重要になるのである*11。

尚、本章は一橋大学イノベーション研究センター (2017)第 3章を要約したもので、詳細は本書
をご覧いただきたい。
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1.2.2　イノベーションのタイプ

軽部大 ∗

初版発行日：2018年 8月 28日、最終更新日：2019年 4月 25日

リード文

キーワード

本文

一般的に考えると、大企業は新興企業に比べてイノベーションの果実の獲得において優位に立て

るチャンスが大きそうである。しかし、イノベーションをきっかけとして、新興企業と既存の大企

業との交代が起きることがある。なぜ優位な市場地位にあるはずの既存のリーダー企業がそのよう

な地位を失うことがあるのだろうか。

以下では、イノベーションがもたらす＜変化の特徴＞に注目し、1)変化の大きさと連続性、2)既
存能力・知識・資源への影響、3)製品システムの変化のレベル、4)ユーザーとの関係、そして 5)
業界全体の構造変化に注目して、企業の主役交代の原因を検討する。

1 変化の大きさと連続性：漸進的イノベーションと急進的イノベー

ション

既存の現役企業に有利に働くか、新興の新規参入企業に有利働くか否かを具体的に検討するに

は、イノベーションのもたらす変化の特徴に注目する必要がある。イノベーションのもたらす変化

が漸進的で連続的であるのか、画期的で非連続的であるのか、という点である。一般的に漸進的で

連続的な変化をイノベーションがもたらすのであれば、既存の現役企業に有利となり、急進的で非

連続的変化をもたらす場合には、新興の新規参入企業が有利となる傾向が見られる。イノベーショ

ンのパターンに即して言えば、技術進歩の S字カーブを上り詰める段階、アバナシーモデルにおけ
る移行期・固定期の段階では、製品技術と生産技術の双方の革新において、それまで蓄積した情報

や知識、経験が役に立つので、先行している既存企業が優位に立つことができる。必要な要素技術

が確立し製品の基本コンセプトが確立したドミナントデザインを前提とした段階では、他社に先

∗ 一橋大学イノベーション研究センター
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駆けて、必要な技術者やスタッフを雇い、訓練し、効率的に組織化していくことによって、技術開

発・生産・販売などの一連の業務を専門化することが追求される。そこでの競争の鍵は、徹底的な

分業を通じた専門化であり、効率性の追求である。ここに、新興の新規参入企業が割り込んで挑戦

する余地は必ずしも大きくない。

もっとも、イノベーションは漸進的・連続的変化を常にもたらすわけではない。効率性の追求は

いずれは限界に直面し、それが非連続的で急進的なイノベーションが生まれる契機となる。いわ

ば、ある技術体系（S字カーブ）から別の技術体系（S字カーブ）へ移行する局面である。このよ
うな変化は、パラダイム転換と呼ばれたり、脱成熟化と呼ばれたりすることもあるが、このような

局面ではそれまで蓄積された過去のノウハウや知識は役に立たない。これまで採用してきた技術者

とは異なる専門分野の技術者を採用しなくてならなくなる。組織のあり方を見直さなくてはならな

いし、想定する地域や顧客を見直す必要も出てくるだろう。従来の技術領域での実績をあげたミド

ルマネジャーや役員も抵抗するかもしれない。未成熟な新技術にリスクの高い投資をするよりも、

より確実な既存技術への投資を行うことで、新技術を駆逐するシナリオを考えたくなるのは人間の

自然な流れである。

新しい製品やサービスの登場によってドル箱である既存の事業の収益が浸食される場合に、特に

既存企業は難しい立場におかれる。同じイノベーションを実現する機会を得て、仮にその将来性に

ついて同じような評価を下していたとしても、そこから得られる利益の期待値は企業によって異な

るからである。新たに登場する製品やサービスと直接競合する事業を営んでいる企業は、既存事業

の利益が侵食される分（いわゆる新規事業と既存事業の共食い）、期待利益は小さくなる。他方で、

ゼロからスタートする新興企業は失うものがない分、期待利益は大きくなる*1。

技術的に画期的な商品でも既存の商品と市場で競合しないものであれば、既存企業も新興企業と

同じ条件に立つ。しかし、既存の商品や事業が代替されるような場合だと、その分新規製品やサー

ビスに注力する誘因（インセンティブ）が低下してしまうのである。しかも既存の事業で確実に利

益を上げているだけに、リスクのある新商品についての評価は厳しくなりがちである。連続的なイ

ノベーションでは強みであった「過去の蓄積」が非連続的なイノベーションでは「過去のしがらみ」

に転じてしまうのである*2。

蓄積からくる強みがしがらみに起因する弱みへと転じる理由は、個人や組織レベルでの環境変化

に対する認識のゆがみ（認識バイアス）、個人や組織のしがらみ等様々あるが、その結果既存企業

では新規技術への躊躇や抵抗が生まれ、結果として新興企業に後れをとり、市場の表舞台から去ら

なくてはならなくなる。ある企業は新技術を過小評価し、旧技術のさらなる改良に傾注する。ある

いは新旧技術の双方に傾注しても、両面作戦は、経営資源の分散をうみ、中途半端な取り組みに陥

る恐れがある。例えば、多くの銀塩フィルムメーカーが来たるべきデジタル化の流れに適切な手を

打てなかったのは、その典型であろう*3。

ただし、非連続といっても、どの程度の非連続性なのであろうか。非連続か否かは、おかれた市

*1 Chandy and Tellis (1998)
*2 Leonard-Barton (1992)
*3 Tripsas and Gavetti (2000)
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場環境や変化に直面する個々の企業にとって、相対的なものであるはずである。常に、非連続的な

イノベーションでは主役は交代するのだろうか。既存企業がみすみす新しい商品への取り組みを怠

るのは、単に既存事業と新規事業との間で起きるカニバリゼーションが唯一の理由であろうか。そ

もそも、一見すると連続的なイノベーションで主役が交代することはないのだろうか。以下で振り

返るように、イノベーションと企業の盛衰との間には、＜漸進的・連続的イノベーション＝既存企

業有利、急進的・非連続的イノベーション＝新興企業有利＞という単純な図式が常に成立するわけ

ではない。その点について、さらに検討を進めよう。

2 既存能力・知識・資源への影響：増強型と破壊型

2.1 既存能力の増強と破壊

イノベーションの競争へのインパクトを考える上で、一つの鍵となるのが、イノベーションがも

たらす変化が、企業の既存の能力にどのような変化をもたらすのか、という視点である。トゥツ

シュマンとアンダーソンは、航空会社、セメント、ミニコンピュータの 3つの業界を取り上げて、
「桁違い」の技術進歩が起きた時に、企業競争にどのような影響があったかを調べた*4。その結果、

既存企業がイノベーションを主導し事業を結果的に継続したケースと、新規に参入した企業がイノ

ベーションを主導し、既存企業が多数退出していったケースがあることを明らかにした。このこと

は、「桁違い」の技術進歩として表現される非連続な技術革新でも、企業の既存能力への影響が大

きく異なることを示唆している。前者のケースでは過去のノウハウが依然として有効であったのに

対して、後者では役に立たなくなったである。トゥツシュマンとアンダーソンは、前者を「能力増

強型（competence-enhancing）のイノベーション」、後者を「能力破壊型（competence-destorying）
のイノベーション」と呼んでいる。

彼らが取り上げたセメント業界を紹介しよう。1872年にアメリカでセメントの生産がスタート
してから 3つの非連続的なイノベーションがあった。第一に、1890年代のロータリー・キルンの
導入（粉末炭の使用）による省人化、品質の安定化。第二に、1900年代のロング・キルンの導入
（エジソン特許）による経済効率アップ。第三に、1960 年代のコンピュータ・プロセス・コント
ロール導入による超大型キルンの導入である。いずれも生産効率の飛躍的増大をもたらした。

このうち、最初の技術革新は、それまでの人手を使って、木材を燃やしてセメントを作るノウハ

ウを陳腐化させてしまった。能力破壊型のイノベーションである。結果的にロータリー・キルンの

導入に積極的に取り組んだのは、大半が新興企業で、これを契機に多くの企業がセメント産業に新

規参入した。これに対して、後の二つの技術革新は、石炭を燃料とするロータリー・キルンを用い

るという点では、継続性が有り、その点で能力増強型のイノベーションであった。その結果、既存

企業が導入を主導し、新規参入も増えず、業界地図に大きな変化は起きなかった。

これらの事例から明らかとなるのは、一見すると桁違いの非連続的イノベーションであったとし

ても、そのベースとなっている技術がどの程度既存の技術から継続しているかによって、競争に与

*4 Tushman and Anderson (1986)
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える影響が違ってくるということである。

2.2 変革力

イノベーションが競争に与える影響を検討する上で、注目すべき点は技術的観点から見た既存の

能力への影響だけではない。顧客や市場との関係についても注目する必要がある。アバナシーとク

ラークが注目したのは、まさにその点である*5。彼らは、イノベーションが企業の既存の経営資源、

スキル、知識にどのような影響を及ぼすかを検討し、それを変革力（transilience）と呼んでいる。
技術（製品、生産、業務のあり方）と市場（市場、顧客との関係）の両面において、イノベーショ

ンがもたらす変革力が破壊的（既存の資源が価値を失う）か、温存的（価値を保持する）かを区分

し、イノベーションを 4つのタイプに分類している。

1. 技術面では破壊的で、市場面でも破壊的イノベーション
フォードが開発したモデルＴが一例。製品・生産技術で画期的であっただけでなく、大衆

マーケットという新たな市場も開拓した。Mass productionは、大量生産の確立を意味する
と同時に、大衆市場の創造も意味している。

2. 技術面では温存的だが、市場面が破壊的イノベーション
フォードが開発したモデルＡが一例。モデルＴ以来の新モデルとして 1926 年に登場した
モデルＡは成長しつつあった都会の家族向けの中級車という市場の創造を意図したもので

あった。

3. 市場面では温存的だが、技術面が破壊的イノベーション
1921 年に登場した鋼鉄製の密閉型ボディが一例。それまでの木製のオープン型ボディに
取って代わられた密閉型ボディは、自動車のデザインを大きく変え、競争の焦点を利便性、

快適性、性能にシフトさせると友に、生産システムをそれまでの木製車体メーカーの熟練工

依存型のものから機械による後半成形技術を柱とする技術体系へと変化させた。

4. 市場面では温存的で、技術面でも温存的イノベーション
一番地味で目立たないが、その累積効果は決して小さくない。例えば、モデルＴの値段は

1908年の 1200ドルから 1926年の 290ドルまで低下し、それは鋳造、溶接、組み立て、代
替材料など様々な領域での細かな改善が貢献し、その結果としてめざましい生産性の向上が

結実した結果である。製品技術面でも信頼性や性能の改良が積み重ねられている。

四つのタイプのイノベーションは、それぞれ競争に与えるインパクトが異なる。最もドラマ

ティックなのは、技術面でも市上面でも破壊的な変革力を持つ第一のタイプであるが、他のタイプ

も競争に様々なインパクトをもたらす。例えば、密閉型ボディの登場は木製ボディメーカー頼って

いた小規模な自動車メーカーを苦境に追い込んだし、1930 年代のクライスラーはキャブレター、
ボディ・デザイン、トランスミッションなどで技術面で破壊的なイノベーションを生み出し、シェ

*5 Abernathy and Clark (1985)
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アを拡大していった。いずれも技術面で破壊的、市場面で温存的な第三のタイプのイノベーション

である。第四の技術面でも市場面でも温存的なイノベーションは、日本企業が得意としてきたタイ

プで有り、それによってシェアを拡大してきたのは周知の通りである*6。

問題はイノベーションのタイプによって、もたらされる外部環境の変化の程度や変化のレベルが

異なるということであり、その結果変化に対処すべき経営のあり方や考慮すべきポイントが異なる

ということである。

3 異なる階層の変化：部品とつなぎ方

一見すると穏やかな、目立たない、既存の技術蓄積の延長線上にあるイノベーションでも、既存

企業が苦境に追いやられるケースもある。このようなケースは、これまで説明してきた枠組みでは

必ずしも説明できないケースである。ゼログラフィーの開発で先行し、複写機事業を牛耳っていた

米国のゼロックスが日本勢の小型コピー機の攻勢にうまく対処できなかったケースや、小型トラン

ジスタ・ラジオを売り続けるソニー対して、同社に技術ライセンスを与え続けた RCA社が対抗で
きる商品をなかなか市場投入できなかったのはその一例である。

そこで、ヘンダーソンとクラークが注目したのは、イノベーションがもたらす変化の階層性であ

る*7。彼らは、構成要素（要素技術や部品）と呼ぶべきサブシステムからなる製品システムとして

製品を定義することによって、イノベーションのもたらす変化が、個々の部品や要素技術レベルで

起きる変化とそれらの部品や要素技術を製品としてまとめるまとめ方に関する変化の２つから成

り立っていることに注目している。具体的には、部品レベルで起きる変化をモジュラー型イノベー

ション、つなぎ方のレベルで起きる変化をアーキテクチュラル型イノベーションと呼んでいる。

しばしば既存企業が一見すると連続的に見えるイノベーションの対応に苦労するのは、個々の部

品や要素技術レベルでは大きな変化が見られないものの、部品や要素技術のまとめ方が変化する場

合なのである。彼らがその具体例として挙げるのが、半導体製造装置の一つである光学式露光装置

のイノベーションである。第一世代は密着式露光と呼ばれるタイプで、マスクとウェハーを直接密

着・照射する方式であった。アメリカのキャスパー社はこの世代の主要メーカーの一つであった。

しかし、汚れや傷の問題があり、マスクとウェハーの感覚を話して露光する近接法が第二世代とし

て登場することとなる。この世代交代を受けて、キャスパー社は近接露光装置に参入したものの成

果を挙げられぬままキヤノンなどに主導的な地位を奪われ、業界から撤退することとなった。

両世代の間には要素技術の違いはほとんどなかった。実際、ほとんどの近接型は、密着型として

も使用できるオプションがついているほどであった。このため、キャスパー社は、キヤノン製の近

接型を単に自社の製品の模倣に過ぎないと見なしたのであった。しかし、実際には、2つの世代に
は部品同士の関係、製品としてのまとめ方において本質的な違いがあった。

近接型は非接触なためマスクの正確な位置決めが求められ、精度を出すためにいかに関連する部

*6 Cusumano (1988)
*7 Henderson and Clark (1990)
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品をまとめ上げるかが鍵となっていた。ところが、密着型の発送から抜けきれなかったキャスパー

社は、問題の所在そのものを認識できずに、密着型を前提に作り上げてきた技術開発の組織や仕組

みでは精度を高めることができなかった。キャスパーには、近接型装置のユーザーからクレームが

寄せられたものの、同社では密着型での経験の延長でしか物事を考えられなかったのである。第一

世代でのクレーム同様、問題はあくまでもユーザー側に有り、装置自体には問題がないものと処理

されていた。

特定の部分の変化をきっかけに全体のつなぎ方が変わることもある。航空機でジェットエンジン

が取り入れられた時も、それは単に推進動力源が変わっただけではなかった。ジェットエンジンの

採用によって、機体の構造自体の見直しが迫られた。これにうまく取り組んだのが、シェアを伸ば

したボーイングであったと言われている。ジェットエンジンのように部品が変化すれば、まだ認識

はしやすいのかもしれない。近接露光型装置のようび部品に特段の変化がないまま、つなぎ方だけ

が変わる場合には、認識するのが一段と難しく、それに応じて組織や開発のプロセスを見直すのも

難しい。

製品開発に携わる組織の構造（チームの分け方や協力のあり方）やプロセス（情報の流れ、問題

解決の手順）はある一定の部品のつなぎ方やまとめ方を前提に構築されている。それを変更するこ

とは簡単ではない。前の世代で成功を収めていた企業ほど、それにあうように構築されており、見

直しが必要な局面ではかえって既存の強みが弱みとして顕在化しやすいのである。イノベーション

の変化がもたらす影響は、単にその大きさや連続性、既存の技術や市場との関係に目配せするだけ

でなく、製品システムのどのレベルで起きる変化であるのか、という変化の階層性にも注目する必

要がある。

4 バリューチェーン内の変化：顧客との関係性

アバナシーとクラークが指摘したように、イノベーションがもたらす競争の影響を検討するに

は、技術面の変化と同時に、市場面での変化にも注目するのが重要である。アメリカのハードディ

スクドライブ産業の技術革新と企業の盛衰の歴史を追ったクリステンセンが注目したのは、顧客と

の関係の重要性である*8。

ハードディスク産業では、従来の性能評価軸の延長線上にあるイノベーションであれば、それが

能力破壊型であっても、部品のつなぎ方が変わるような変化であっても、既存企業は問題なく対処

した。それは、イノベーションの性質がどうであれ、主要なユーザーが変わらなかった為である。

主要なユーザーが新しい技術が重要であると認識し、それを求めれば既存企業は必死で取り組む。

ごく自然な流れである。

ところが、顧客が求める性能評価軸が異なり、その価値を既存の主要顧客が認めないと、事態は

違ってくる。例えば、8インチのディスクドライブ全盛の時代（1980年代初頭）に 5.25インチが
提案された時、後者の優位性はサイズと重さにしかなく（小さくて、軽い）、記憶容量、アクセスタ

*8 Christenson (1997)
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イプ、容量あたりのコストについては 8インチに大きく劣っていた。このため 8インチの主力ユー
ザーであったミニコンピュータ・メーカーにとっては、5.25インチは魅力のなき商品であり、彼ら
を主たる顧客としていた既存のハードディスクドライブ・メーカーは 5.25インチに注力すべき理
由がなかった。社内の技術者が 5.25インチに興味を抱いても、上層部の会議では主力顧客向けの
8インチへの資源投入が優先される。
他方で、5.25 インチで新規参入した企業は、新たな顧客を求めて誕生間もないパソコン・メー
カーにアプローチした。デスクトップのパソコンにとっては、小型軽量の 5.25インチの価値は高
く、これが 5.25インチの市場を形成していった。その後、5.25インチにおいて積み重ねられた技
術蓄積は容量拡大を可能にし、やがて 8インチのハードディスクドライブを凌駕していった。ミニ
コン・メーカーだけに目向けていた 8 インチの主力メーカーは出遅れ、結果的に、5.25 インチで
は主役の座を降ろされる結果となったのであった。同じような交代劇は、14インチから 8インチ、
5.25インチから 3.5インチへの転換の際にも起きている。
新技術が小さな市場でスタートするのは珍しいことではない。トランジスタが登場した当初は真

空管に比べて周波数、電力、耐熱性、価格などで制約が多く、限られた用途にしか使われないだろ

うと考えられていた。ジェットエンジンも軍用機向けに限られ、民間航空機ではプロペラが主役と

して生き残ると考える企業が多かったという。電話が登場した時も、電話サービスを営む企業は電

話が限られた用途、市場向けの技術だと見なしていた。長距離の情報伝達サービスの主たる顧客は

文章で情報をやりとりする事業所であって、音質の悪い会話をやりとりするのは、ごく少数の物好

きの金持ちだと考えられていた。

新しい技術がもっぱら限られた用途に向けられていれば特段大きな問題は生じない。しかし、当

初予想していなかった形で技術が進歩すると、やがて用途が広がり、市場が拡大し、ついには既存

の市場にも浸食するようなことが起きる。こうなると、過小評価して出遅れた企業は臍をかむこと

になる*9。

クリステンセンが指摘するのは、まさにこの点である。既存の重要顧客の声に耳を傾けていると

落とし穴にはまる。既存の重要顧客は日々の事業を支える日銭を提供してくれる大事な存在であ

る。しかし、既存の重要顧客は、未来永劫重要な顧客でありつづける保証はない。既存の重要顧客

に耳を傾けつつも、将来自社の重要顧客となりうる顧客の声にも耳を傾ける必要があるのである。

したがって、先端のニーズを持つ顧客はどこにあるのか、という視点で顧客のニーズを拾う姿勢が

重要となる。

尚、本章は一橋大学イノベーション研究センター (2017)第 3章を要約したもので、詳細は本書
をご覧いただきたい。

*9 Rosenberg (1995)
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1.2.3　なぜ既存企業はイノベーションへの対応が難しい
のか

軽部大 ∗

初版発行日：2018年 8月 28日、最終更新日：2019年 4月 25日

リード文

キーワード

本文

なぜ、既存企業はイノベーションがもたらす環境変化にうまく適応することができないのだろ

うか。

1 変化の認識に起因する問題：個人の意思決定バイアス

社会心理学の研究は、我々人間が意図の上で合理的であろうとしても、限定合理性*1ゆえに、そ

の意思決定は置かれた環境に大きく影響を受けることを明らかにしている。その結果、残念なが

ら、我々は現実を客観的に把握し、中立な意思決定を下せるわけでは決してない。我々の環境認識

やそれに基づく意思決定は偏向した傾向に支配されているのである。そのような意思決定に伴う

偏向した傾向は「意思決定バイアス」と呼ばれている。意思決定バイアスとしてよく知られたもの

に、1）確証バイアス、2）アンカリング（投錨）効果、3）フレーミング（問題定義）、4）サンクコ
スト（埋没費用）、5）自己正当化、などが挙げられる。
確証バイアスとは、自分の意見の正しさを確認する証拠ばかりを集める傾向である。新しいイノ

ベーションに既存企業が対処できない理由は、事後的に振り返れば環境変化を見過ごす過度な楽

観的態度や慢心に起因すると説明することは可能である。しかし、そのような事態につながる真因

は、実は自分の環境認識が正しいと思える証拠のみを集めることで変化に対処しようする確証バイ

アスに起因するのである。このような確証バイアスは様々な局面で起きる。新技術の可能性が期待

されても、それを過小評価するのも、自社とは関係のないものとして結果として無視してしまうの

∗ 一橋大学イノベーション研究センター

*1 Simon (1947)
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も、自分の都合の良いような証拠のみを我々は集めてくる傾向にあるからである。

アンカリング（投錨）効果とは、はじめに規定された基準点や参照点に我々の意思決定が影響を

受けるという効果である。会議の口火を切る人の意見が、結果として会議全体の議論の方向性を決

めてしまうというのはその一例である。イノベーションへの対処という局面でも、そのことが起き

る。全くゼロから出発する新興企業と違って、新しいイノベーションを実現しようとする企業の経

営陣やマネジャーは、既存事業を出発点に、あるいはそれを参照点として新技術や新事業の可能性

を評価する。その結果、過度に現状の技術開発や事業特性、あるいは市場地位に基づいてその評価

が影響を受けることとなる。本来既存事業と新規進出を試みようとする事業領域とは別物であるに

も拘わらず、自分達の既存の強みを新しい技術開発や新事業展開に過度に活かそうとする態度もま

た、アンカリング効果の一例であると言えよう。このような効果は、以下で述べる組織の力学を通

じてさらに悪化することがある。

フレーミング（問題定義）とは、同じ経営課題であったとしても、それがどのような文脈で語ら

れるかによって、我々の意思決定は大きく異なるという効果である。例えば、同じ期待値をもたら

す 2 つの問題を、いくら獲得できるかというゲインの問題として問う場合と、いくら損失が発生
するかというロスの問題として問う場合とでは、回答者の反応は大きく異なることが知られてい

る。ゲインの問題として問われた場合は、より多くの人間がリスクを回避する傾向が見られ、逆に

ロスの問題として問われた場合は、リスクを求める傾向が見られる。イノベーションのもたらす変

化は、機会でもあり脅威でもある。それはイノベーションのもたらす変化をどのように定義するか

に依存している。したがって、問題定義の如何では、イノベーションのもたらす可能性が適切に認

識されないことがあるのである。

サンクコスト（埋没費用）とは、過去に投資した費用のうち事後的に回収不可能な費用であり、

経済学ではよく知られた概念である。このサンクコストの大きさは、我々の意思決定に大きな影響

を及ぼす。これまでの蓄積してきた経験や能力を活かした職業に就こうと努力するのも、人的投資

にかかったエネルギーや時間、金銭的費用そのものを回収できないので、その投資に見合った職業

で得られる所得を利用してその回収を試みようとする行動である。先に述べたように、新興企業と

違って、既存企業には主力事業というものが存在し、その主力事業で市場地位を維持すための投資

が継続的に行われている。そのため、その事業にこれまで投資してきた費用の回収を意図して、そ

れが近い将来十分に儲からないものになることが事前に分かっていてもその回収を意図してさらな

る追加投資が行われる。このような儲からない事業への再投資が継続される原因は、サンクコスト

に縛られた意思決定がなされるためである。その結果、既存事業への継続的な再投資によって、新

規技術の開発や新事業開発への投資の必要性は相対的に等閑視されることとなるのである。

最後の自己正当化とは、読んで字のごとく、直面する環境変化を自分の都合の良いように解釈す

る傾向のことである、我々は自らの信念や理想像と現実との間に乖離を見いだすと、「認知不協和」

という状態に陥る。それは不安定な状態であり、その解消を目指して、信念や理想像にあうように

現実を解釈する説明論理を生み出し、それに則って行動するようになる。例えば努力投入したのに

も拘わらず結果が伴わない時、努力の投入量や努力の仕方に問題があるのではなくて、それ以外に

問題を帰するのはその一例である。既存企業を取り巻く環境に不吉な兆候が見いだせるのにも拘わ
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らず、自社には関係ないと考えてしまうのも、対岸の火事と考えてしまうのも、全くその兆候を認

識できていないからではない。むしろその兆候を、自分達の都合の良いように解釈してしまうこと

に問題があるのである。

これらの意思決定バイアスは、基本的に個人レベルで起きる環境認識の問題であり、それに伴う

意思決定の偏向に関わる問題である。ただし、それはそのような意思決定を行う個人の意思決定が

組織の意思決定として統合される過程で、さらに顕著に増幅される可能性がある。これが既存企業

が適切に環境変化を認識できなくなる第一の病理の構造である。

2 変化への対処に起因する問題：集団の力学

上記に述べた意思決定バイアスを個人、もしくは集団レベルで仮に克服できたとしても、既存の

大企業は変化への対処という点で克服すべき課題を抱えている。認識の問題が病理を生み出す第一

の構造だとすると、第二の構造は集団の力学に起因する病理である。個人が組織として活動する際

に起きる集団の力学と呼ぶべき影響である。環境変化への適応がうまくできない状況を経営学では

「組織的慣性（Organizational Inertia）」と表現するが、それは結果として自らが変わらないことで、
イノベーションのもたらす環境変化への適応が困難になる状況を指している。

そのような組織的慣性は、一方で変わる動機が小さいことからもたらされ、他方で能力がないこ

とからももたらされる。言い換えれば、組織的慣性は、変わる動機が小さいか、変わる動機はある

けれども、変わるための能力や資源が欠如することからも生まれてくる。既存企業の多くが新しい

革新にうまく対処できないのは、経営資源や能力においては変化へ対処することが可能であるにも

拘わらず、動機が小さいことから生まれるケースである。なぜ、既存企業においては変化への積極

的対処を行う動機が小さくなり、組織的慣性が生まれるのだろうか。

その理由は大別すると３つある。第一の理由は既存事業と新規事業との間の代替的な関係性に起

因するものである。新技術の開発を推進することで既存技術の陳腐化が起きるとか、新規事業の展

開によって既存事業の製品ラインが食い潰されるとか、収益性や事業価値が低下するというのは、

いずれも新旧技術、もしくは新旧事業の間で起きる経済的な代替性の一例である。いわゆるカニバ

リぜーションである。目に見える形で確実な既存事業へ注力することは、目に見えない不確実な新

規事業へ注力するよりも合理的であるという考え方や意見が組織を支配することになる。また、新

規事業はしばしばそのスタート段階においては既存の主力事業と比較して圧倒的に規模が小さく、

その初期投資ゆえに利益率が低いことも多い。その結果、敢えて新しいことをしないという意思決

定や行動が自然と「合理的」。このような経済合理性に基づく集団力学が第一の理由である。

第二の理由は、経済合理性とは別の、より政治的要因に起因した集団力学である。新規技術の開

発や新事業を推進することは、単に既存事業の収益性を低下させるだけでなく、既存事業を最適化

するように設計されている組織構造、報酬体系、組織の中での地位、それに基づく権力構造を変え

ることにつながる。このことはより組織階層の上位階層の地位に位置する人ほど影響を受ける変

化である。言い換えれば、新規事業の進出によって既存事業を最適化してきた既存の経営システム

の変革が必要となるのである。組織の上位階層に位置する人々は、既存の経営システムのトップに
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立つ人々であるから、新規事業への進出は必然的に自らの存在意義やこれまでのキャリア、それに

よって獲得した組織内地位を脅かす原因となるものである。したがって、変革の起点となるべき経

営層が、変革によってもたらされる影響を最も大きく受けることとなるので、最も大きな変革への

抵抗勢力として機能する可能性がある。

第三の理由は、経営層かマネジャー層か、あるいは現場といった組織階層に拘わらず見られる集

団力学であり、それは日々の業務活動を通じて暗黙の慣習や価値観が形成され、そのように形成さ

れた慣習や価値観の集積としての組織文化がさらなる集団レベルの行動を規定するという制度的

要因に起因する集団力学である。過去の決定や出来事は企業に影響を与え、未来の方向性を規定す

る。過去の影響からは逃れることは決してできず、どのような経路をこれまで辿ってきたかによっ

て組織の中で何が正しいのか、何が適切なのか、何をやるべきかの規範や価値観が形成される。組

織内部で確立された明示的・暗示的な慣習やルール、価値観を「組織のルーチン」と呼ぶが、その

確立された組織のルーチンこそが、集団レベルでみた組織の環境適応能力をそぐ原因として機能す

ることになる。時として暗黙的であるからこそ、組織内部の人間でさえその存在を認識することが

困難なことが、適応能力を削ぐ本質的な原因となる。組織の規模が大きくなるにつれて、あるいは

既存事業での事業経験が長くなるほど、認識が難しく変革が難しい組織ルーチンが発達する。また

その組織ルーチンは、既存事業の不確実性が低く、安定的であるほど高度に発達することとなる*2。

個人レベルの認識の問題に加えて、組織レベルの 3つの集団力学が、既存企業の環境変化を阻害
する要因となるのである。

尚、本章は一橋大学イノベーション研究センター (2017)第 3章を要約したもので、詳細は本書
をご覧いただきたい。
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1.2.4　変化するイノベーション観

軽部大 ∗

初版発行日：2018年 8月 28日、最終更新日：2019年 4月 25日

リード文

キーワード

本文

これまでの一連の議論から明らかとなるのは、イノベーションが企業の栄枯盛衰に与える影響の

程度とパターンに関しては極めて多様である、ということである。また、我々は、イノベーション

に対する見方をいくつか修正する必要がありそうである。

第一に、シュンペーター仮説として後に経済学者によって定式化された問題は、企業の栄枯盛衰

を巡る現象の一部にしか過ぎないことに注意が必要である。既存企業か新興企業かという二項対立

に基づく定式化は素朴な問題提起としてはありうるものの、どちらがより有利に機能するかどうか

は、企業が保有している経営資源や蓄積した知識、そして組織ルーチンに依存し、他方では環境変

化のあり方に依存している。したがって、新興企業か既存企業かという表面的な企業主体や市場地

位の特徴に注目するだけでなく、イノベーションがもたらす変化がどのようなレベルで顕在化する

か、その変化は既存の経営資源や知識、そして組織ルーチンにどのような影響をどの程度与えるの

か、という点にもっと注目する必要がある。

例えば、画期的イノベーションか否かという問題も、どのレベルの変化に注目するかによって大

きく変わってくる。また、もたらす変化は、企業主体によって大きく異なるという点で、どの企業

にとっても一義的な「画期的イノベーション」が存在するわけではない。また、イノベーションが

もたらす変化が、非連続的か連続的かという問題も、どの時点からどの時点までの変化として捉え

るかに依存している。このことは、変化をどのレベルで、どのように個人と組織が＜認識し、解釈

し、評価し、対処するか＞という問題に企業の栄枯盛衰が関係していることを示唆している。

第二に、イノベーションの競争へのインパクトは、イノベーションのパターンがそうであったよ

うに、純粋に科学や技術の再現可能な知識によって構成される法則定立的世界によってのみ支配さ

れるわけではなく、むしろ人間の意図や主観的な解釈や評価によっても大きな影響を受ける社会的
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プロセスでもある*1。組織を特徴付ける組織文化や価値観、組織慣習に加えて、顧客との関係性や

販売体制にも影響を受ける。顧客との関係性はこれまでの取引関係のあり方や取引期間の長さにも

影響を受ける。その他、当該国の政策や制度にも影響を受ける。そもそも新しい技術をどのように

受容するかは、顧客の価値観やそれに基づく評価にも依存している。したがって、技術はその技術

が埋め込まれる社会や社会で共有される価値観とは無関係ではいられない。それゆえに、イノベー

ションの競争インパクトを検討するには、単に技術の優劣のみを検討するだけでなく、技術と社会

の関係性にこれまで以上に注目する必要がある。

戦略のあり方を検討する 1.2.5で詳述するように、栄枯盛衰を主体的にコントロールすることは
至難の業である。新しいことに挑戦するためには不確実性やリスクがある。既存の事業に最適化し

た経営システムやそこで働く人々は変化を嫌い、目に見える確実な現状の事業に固執する傾向があ

る。ほとんど不可能だとあきらめるか、困難だけれども主体的に変化を主導するためには何をしな

ければならないか。この問題を考えるのが、イノベーションのマネジメント・戦略である。

尚、本章は一橋大学イノベーション研究センター (2017)第 3章を要約したもので、詳細は本書
をご覧いただきたい。
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1.2.5　イノベーション実現のための技術戦略

軽部大 ∗
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リード文

キーワード

本文

1 内部要因と外部要因

イノベーション実現のための戦略という観点から、戦略策定、意思決定、そして実行に至る一連

のプロセスにおいて、検討すべき課題を取り上げることにしよう。単純化するならば、戦略とは、

企業を取り巻く外部要因（外部環境）と、企業の内部要因（内部組織）の双方を可能な限り自らの

意図通りに動かすための道筋である。ただし、身勝手な意図や目標は決して達成し得ず、顧客に意

味ある価値を提供できなければ、持続的に可能な限り意図通りにコントロールすることはできな

い。技術戦略には、技術を以てすでにある既存の強みや市場地位を＜維持・強化していく側面＞

と、自らの強みや市場地位を破壊し、直面する市場環境を＜変革していく側面＞とがある。技術は

本来中立的なものであり、使い方によって既存システムを維持・強化することも、破壊・変革する

ことにも利用可能なものである。

したがって、技術がどのような社会的コンテキスト（文脈）の中で利用されることを目標とする

のか、という点を検討することで技術戦略は出発する。言い換えれば、念頭に置く技術が、既存シ

ステムの維持強化のための武器として想定するのか、自らの否定・変革、そして業界構造の変革の

武器として想定するのか、という問題である。

技術戦略を考える上でもう一つ重要となるのは、どの程度既存の蓄積が社内にあり、他社の差別

性の源泉となっているか、という視点である。社内に蓄積があれば技術戦略の方向性は自らの強み

をさらに深掘りする形で進めるべきであるし、逆に蓄積に乏しければ新たな能力を獲得するために

技術戦略が方向付けられるべきである。

一口に、技術戦略といっても、新しい技術の開発と事業化を通じて、どのように社会生活の中に
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当たり前のものとして定着することを期待するかによって、その力点は大きく変わってくるはずで

ある。技術戦略を考えるためには、以下の問いを立てることから出発する。

1. 戦略策定の際に想定する具体的な時間軸（5年先か、10年先か、20年先か）とはいつか。
2. その時間軸の中で、業界構造はどのように変化するか。その中での鍵要因とは何か。また。
業界構造はどのように変化して欲しいか。また、その中で自社の市場地位はどのように変化

して欲しいか。

3. 上記の変革を実現する上で、自社が他社に先駆けて有利に展開するためには何をすべきか。
4. 自社のこれまでの経営資源（スキル、ノウハウ、ブランド、技術、組織慣行・文化）はどの
ように活かせるか。特に、これまでの技術資産や人的ノウハウ、それを支える組織慣行や文

化をどのように活かせるか。

5. 変化する業界構造で主導的地位を確立するために、新たに獲得すべきノウハウやスキル、能
力とは何か。特に念頭に置く技術領域で鍵となる能力とは何か。

6. 既存の組織体制で対応できないとしたら、どのような組織体制で新しい能力構築を目指すべ
きか。

2 既存能力の深掘りとしての技術戦略：コアコンピタンス（中核

能力）

どの会社も程度に違いこそあれ、他社には負けない強みというものがある。存在しないと思うの

であれば、それは多くの場合認識の問題である。自社から見て当たり前にできることそれ自体が、

他社から見ると脅威となっていることもある。技術戦略は、他社に負けない強みの認識、そしてそ

の認識の組織成員間での共有から出発する。単なる他社には負けないだけでなく、＜他社を圧倒し

て＞顧客に価値を提供できる能力、そして他社が摸倣しようとしたとしても容易にできない能力を

認識することが内的要因を梃子にした技術戦略の基本的な出発点である。その能力を、一般的には

「中核能力」（コアコンピタンス）と呼ぶ（伊丹、1984；プラハラード・ハメル、1990）。
その能力は、製品や事業レベルでの外形的成功尺度（例えば利益率）で測れるような目に見える

（可視的な）競争力ではなく、目に見えない（不可視的な）競争力である（藤本、2004）。製品や事
業レベルではなく、複数の異なる新製品や新市場を生み出す共通基盤としての組織能力に強調点が

ある。新しい製品やサービスを生み出すための深層能力は、新たな適応力を生み出すための能力と

いう意味で、ダイナミック・ケイパビリティ（Dynamic Capability）と呼ばれることもある（Teece,
Pisano, and Shuen, 1997）。
例えば、味の素であれば、アミノ酸技術を独自技術として深く掘り下げることで、世界のライバ

ル企業も一目置くこととなり、それが食品を起点にその他の新規事業創出の原動力となり、また世

界的な食品業界再編のキープレーヤーとなることを可能としている。電子部品で高い収益性を実現

している村田製作所は、安易に領域を広げ、結果として技術の離れ小島を作ることなく、セラミッ
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ク技術分野で他社を圧倒する技術分野の明確化を意識している（伊丹、2003）。二輪車と四輪車で
よく知られたホンダは、エンジン開発を中核技術に据え、モビリティを基軸にその多面的な展開を

試みている（芝刈り機から歩行支援、二輪、四輪まで）。近年の航空機業界への参入を可能とした

のも、長年にわたる低燃費と居住性を兼ね備えるために培われたエンジン設計開発と機体設計に関

わる蓄積の賜物であったと言えるだろう。

持続的な中核能力を支えるのが個人に体化（embodied）した、あるいは組織として蓄積された
技術である。持続的な中核能力を維持するためには、自社の中核技術とは何かを明確化し、継続的

にそれが強みとして顕在化できる市場機会（そして機会を構成する顧客）に遡及していく必要があ

る。中核技術とは何か、を明確化し決定する作業は、現場やミドルの人間が決められるものではな

く、長期的なシナリオの下に決定すべきものであるという点で、経営者の判断として本来なされる

べきものである。

顕在化した市場機会にのみ注目していては、自ら有するはずの中核能力を同定することは決して

できない。中核能力と呼べるような環境変化に対応できる能力を構築するには、時間のかかる長期

的な要素技術の開発が必要となる。それは、未来の市場機会（未来の顧客が直面する課題）を同定

するところから始まる。決して短期志向の日々の積み重ねでは成立し得ない。

近視眼的な行動が必然的にもたらす帰結は、次の言葉に示唆されている。「市場のニーズを見定

めて戦略を定めるという市場分析志向の戦略は、散弾銃のように成果が散らばってしまうリスク

と、競争者を含めた市場の動きの後追いになるリスクとがある。つまり、市場分析を重視し、すで

に実在するニーズから戦略をスタートさせていると、「マーケターやマーケターが属している組織

にとっては新しいニーズであっても、市場ではすでになじみのあるニーズとなっている」といった

ことが起こりうる。その商品に待ち受けるのは、多数の競争者であり、よく似たデザインの商品と

の価格競争である。」（石井、2009）

3 能力構築としての技術戦略：ストレッチと学習

もっとも、他社を圧倒する中核技術が社内にあれば、持続的な成長を保障されると考えるのは早

計である。他社が新たな技術を開発することにより、あるいは他社が自社固有の中核技術にキャッ

チアップすることにより、中核技術が果たす社会的価値や経済的価値は時間と共に低下するからで

ある。したがって、自ら中核能力を有しているか否か、それがどのように既存の事業に、あるいは

新規事業に活かせるかという視点で技術戦略を構築するだけでなく、どのように既存の中核能力と

は異なる「新たな」中核能力を構築できるか、という視点で技術戦略を構想し構築することが長期

的にはより重要となる。戦略論では、すでに保有する能力や資源を活用することをレバレッジ戦略

と呼び、新たに能力や資源を獲得することをストレッチ戦略と呼ぶ（Hamel and Prahalad, 1994）。
新たな中核能力の構築を目指そうとする活動は、まさにストレッチ戦略の一つである。

ストレッチ戦略とは、いわば現状と目標との間のギャップを埋める戦略である。現状では実現で

きないが、目標として設定された期限には実現できるようになること。そのギャップを埋める道筋

がストレッチ戦略であり、その戦略の実行過程の鍵が、個人と組織の二つのレベルにおける学習で
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ある。つまり、新たな中核能力を創出するためのストレッチ戦略とは、どの技術領域でどのような

具体的な挑戦目標を事前に立て、その目標に向かってどのように個人と組織の双方で学習を促して

いくかの道筋を決めることである。研究開発活動とは、顧客の抱えた未来の課題を事前に同定し、

その課題解決のための技術的解決策を発見し再現可能なものにして、製品サービスという形で顧客

に提供する活動である。それはその活動に関与する人々による問題解決の学習プロセスに他ならな

い。その意味で、研究開発活動が適切に推進されるかどうかは、組織の様々な場で効果的な組織学

習が起きるかにかかっている。能力構築を促す技術戦略とは、組織学習を促す戦略でもある。それ

には、次のような点を考慮する必要がある。

1. 健全な危機感：人間は弱い存在である。目に見える具体的で短期的な目標に固執し、目に見
えない曖昧で長期的な目標に挑戦することは難しい。したがって弱い存在であることを前提

に、技術戦略を考えることが出発点となる。例えば、スポーツウェアーで急進するアンダー

アーマー社の「私たちはまだ決定的な製品を生み出していない」というスローガンは一つの

参考になるだろう。そこには、不完全だという認識が、より完全なものを創り出すための挑

戦を生み出すという前提がある。

2. 厳しい環境と顧客：弱い存在であるからこそ、厳しい環境に敢えて身を置いて学習が促され
るという側面がある。学習を促す戦略として、自らを鍛える場として、厳しい仕様要求を行

う顧客とつきあう、仕様要求が最も厳しい技術・顧客領域を敢えて選択するという戦略があ

りうる。それは、現在保有する能力との適合を考えるのではなく、将来的な能力構築・錬磨

という観点から敢えて不適合領域に参入するという戦略である（伊丹、2003）。顧客によっ
て能力構築が促されることを期待する戦略である。うるさく厳しい顧客と結節点を持てて初

めて、未来の顧客との関係性が構築できるはずである。

3. 小さく試し、失敗から学ぶ：学習を促すには、実験が不可欠であり、しばしば失敗を伴うも
のである。したがって、学習を促すには、一方で失敗を恐れず実験（試してみる）を促し、

他方で失敗から学ぶという姿勢が必要となる。実験を促す方策としては、学習の制度化が

挙げられる。３Ｍ社の 15 ％ルールやグーグル社の 20 ％ルールに代表される業務時間の一
定割合を日常業務以外に割り振ることを公式化するのはその一例である。「バウンダリーレ

ス」という General Electric社のジャック・ウェルチ社長が推進した施策もその一例である
（ウェルチ、2001）。　より難しいのは、失敗から学ぶという姿勢であり、失敗から学ぶ文化
の構築である。失敗は将来の飛躍のための知の源泉であるにも拘わらず、我々は様々な場面

で暗黙裡に失敗は避けるべきものだと教えられてきている。しかし、そもそも失敗の原因は

一様ではない。失敗は、単純な過失ゆえの「予防できる失敗」と、複雑性に起因した「避け

られない失敗」、そして先端領域での「知的な失敗」とに分ける必要があり、それぞれに応

じて対処すべきスタンスは異なるはずである (Edmondson, 2011）。大きな致命的な失敗を防
ぐためにも、試してみる物理的・心理的ハードルを下げる意味でも、小さく試してみること

が必要である。

4. 自社のドメイン（活動領域）の絞り込み：試してみることや失敗から学ぶことの意義を仮に
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認めたとしても、経営資源に限りがあるのは厳然たる事実である。成長性があるからという

理由だけで、あるいは自社が技術的実現可能であるという理由だけで、新規事業や新規技術

に手を染めることは適切ではない。自社が手がけるべき事業活動領域はドメイン（domain）
とも呼ばれるが、経営資源に限りがあるからこそ、自社ゆえに手がけるべき事業領域を徹底

的に絞り込む必要がある。明確な活動領域の定義なしに、目先の成長性に合わせて新規事業

を立ち上げていると、結果的に関係性の低い事業の集合体を抱える危険に事後的に直面する

こととなる。

5. 周縁から学ぶ：イノベーションは辺境から生まれる、と言われる。多くの場合、月並みでは
ない新しいアイデアは、組織や市場の中心部ではなく、周縁や辺境と呼ばれる多くの人々が

関心を払わない月並みではない所から生まれる。それは、過去からの延長線となる既存の原

理や慣行が組織や市場の中心を支配し、新しい原理や慣行そしてアイデアは、たとえこの世

の中に出現したとしても、既存システムとは相容れない変則事例（anomalies）として無視
されたり、切り捨てられたりするからである（Hamel & Breen, 2007）。近年では、エッジ戦
略（edge strategy）と呼んで、周縁の積極的意義に注目する議論もある（Lewis & McKone,
2016）。彼らによれば、周縁とは単なる辺境ではなく、むしろ異なる生態系の交差地帯（森
林の周縁、海岸線、湿地帯など）ゆえに双方の生態系の特徴を兼ね備えた個体群が生息する

場所であるとされる。そこに生息する個体群は、どちらの生態系においても周縁と位置づけ

られる異端であるものの、同時に双方の生態系の原理にも順応しているという意味で、独自

な存在であるかもしれない。ビジネスにおいても新しい機会は、そのようなどのような既存

市場や組織の原理や慣行から見ても周縁と位置づけられる場で生まれる可能性がある。革新

とは起きる前には疑わしく、起きた後は当たり前だと思える現象である。したがって、革新

の可能性を探索するには、主流ではなく周縁そして異なる周縁が交錯する場の動向に目を向

ける必要がある。

4 業界構造の維持と強化の武器としての技術戦略

新技術を開発し、顧客の問題解決に資するために能力開発に注力することのみが技術戦略の目的

ではない。技術戦略は、自社の地位を維持したり、直面する外部環境を変革するためにも用いられ

る。いわば、既に有する技術を通じて、あるいは新規技術の開発を通じて、直面する外部環境をよ

り自社の意図通りに操作するための武器として技術開発や技術戦略を位置づけることもできる。こ

れが技術戦略のもう一つの側面である。

戦略論ではよく知られるように、企業を取り巻く外部環境は、業界構造の潜在的な利益水準を

規定する６つの諸力によって特徴付けられている（Brandenburger & Nalebuff,1997; Porter, 1980）。
ここで６つの諸力とは、既存業界、既存業界への新規参入（の可能性）、代替品、売り手、買い手、

そして補完財である。既存業界、新規参入（の可能性）、そして代替品は、川下の顧客という観点

から見れば、既存業界から購入するか、新規参入業者から購入するか、代替品を購入するかという
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点で、顧客を取り合うことになっているので、新規参入の可能性が大きくなれば、あるいは、代替

品が台頭することで、当該バリューチェーンの潜在的な利益水準は低下する。また、買い手と売り

手はバリューチェーンを構成する協力業者である一方で、生み出した価値を川下と川上とで分配し

あう関係にあるので、競合する相手でもある。

このように６つの諸力から業界構造を検討する視点は、利益を収奪する潜在・顕在要因を交渉力

の多寡から検討するフレームワークであるが、技術戦略にも応用可能な視点を提供してくれる。具

体的には、既存業界の中での競合企業、新規参入業者、代替品供給業者、売り手、買い手との交渉

力の維持強化、もしくは既存の業界構造の変革と新しい業界構造の創出のために、既に有する技術

あるいは現在開発中の新規技術を位置づけるという戦略である。以下に示すように、その基本戦略

は、自社の技術を武器にした、他社が展開する製品・サービスの社会的・経済的・技術的価値の無

効化戦略である。

1. 当該技術（すでに開発が終了している、あるいは開発中の技術）は、競合他社の製品・サー
ビスの価値をどの程度無効化できるだろうか。

2. 当該技術は、新たな業者の参入をどの程度防ぐ障壁（参入障壁）として機能するだろうか。
3. 当該技術は、代替品や補完財の価値をどの程度無効化できるだろうか。
4. 当該技術は、買い手（売り手）の交渉力をどの程度無効化することが可能であろうか。

5 業界構造の変革と創造の武器としての技術戦略

もっとも、外的環境を基軸にした技術戦略は、他社の価値を無効化し、代わりに創り出された価

値を自社のものとして専有するという消極的な意味でのみ重要なわけではない。新規技術開発とそ

れに基づく技術進歩は、直面する既存の業界構造内での競合業者や協力業者との関係性を変革し、

新たな業界構造を創造する契機となり得る。新たな技術の開発を通じて、自社の置かれた競争環境

を変革するのは、技術戦略のもう一つの目的である。

自動車業界における電子制御の高度化は、同業界への異業種の新規参入機会を生み出し、既存の

業界構造の変革の契機となりつつある。アップル社やグーグル社などの自動車業界への参入はその

一例である。また、撮像素子の進歩と撮影装置の高画質化と低価格化は、動画撮影の参入障壁を低

下させ、動画製作がより多くの普通の人々に開かれるという状況を生み出している。その結果、放

送局と専門製作会社が支配する閉じたテレビコンテンツは、インターネット上の素人製作を中心と

した動画コンテンツと競争することとなり、それに伴い広告のビジネスモデルも変化する機会と

なっている。このような技術革新による競争環境の変化を促すのが技術戦略の目的である。

企業を取り巻く外部環境の動向を視野に入れて、技術戦略のあり方を考える視点は、川上から川

下まで自社が支配する垂直統合型のビジネスモデルが支配的な時代には、必ずしも重要ではなかっ

た視点である。垂直統合ゆえに、かつては外部環境をより容易にコントロール可能であったからで

ある。しかし、垂直統合型ビジネスから水平分業型ビジネスへと支配的なビジネスモデルが変化

し、企業と最終顧客との間に存在する様々なビジネスパートナーがイノベーション実現に影響を及
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ぼす可能性を考慮に入れるならば、これまで以上に自社を取り巻く外部環境の変化に注意を払う必

要がある。

アドナー（Ron Adner）は、イノベーション実現における業界構造の依存関係に注目する必要性を
指摘し、実行リスク（Execution Risk）のみならず、コ・イノベーションリスク（Co-innovation risk）
とアダプションチェーンリスク（Adoption chain risk）に注目する必要性を主張している（Adner,
2012）。ここで、実行リスクとは、顧客に必要とされるものを競合他社よりも提供できるリスクで
あり、コ・イノベーションリスクとは、自社が推進するイノベーションの実現がその他のイノベー

ションの商業化に依存しているリスクである。アダプションチェーンリスクとは、顧客に価値提

供する上で、協力業者たるビジネスパートナーが自社のイノベーションを受け入れるリスクであ

る。そこでの強調点は、エコシステム（生態系）とも呼ばれるイノベーション実現における他者へ

の依存関係（協働という形ではじめて実現可能となる関係）である。アドナーは、その一例として

ミシュラン社によって導入が試みられた革新的なタイヤである PAXシステム（パンクしても走り
続けることが可能なランフラットタイヤ）を引き合いに出して、いかに同社が革新的製品導入過程

で、修理工場が果たす役割を軽視してたかを明らかにしている。

新規技術開発を通じたビジネスパートナーとの関係性の変革は、様々なレベルで実行可能であ

る。例えば、上流工程に位置する強い売り手（部品供給業者とか材料供給業者）がバリューチェー

ン全体のより多くの価値を自らのものとして専有しており、川下に位置するその他の企業はその会

社に利益を収奪されている場合を考えてみよう。その場合、高い交渉力を有する当該売り手との関

係性を変革し、交渉力を減ずる方向に業界を変革するには、川上の売り手業界が従来よりも競争促

進的になる必要がある。その場合に川下企業が売り手に対してなすべきことは、利益を収奪する特

定売り手業者以外の業者との取引拡大であり、資本支援や技術協力も視野に入れた長期取引であ

る。2番手以外の売り手業者が育ち、競争促進的になることによって売り手業者との関係性を長期
的に改善することが可能となる。補完財の性能や価格がボトルネックとなって、自社の製品・サー

ビスの普及が進まない場合も、売り手に対してとるべき方策と同様である。つまり、補完財の業界

を技術進歩と価格の両方から競争促進的になるべく、自社の技術開発の方向性を位置づけるという

戦略である。技術開発戦略は、自社製品の価値を高めるために構想・実行されるべきものであると

同時に、他者の技術開発を無効化したり、牽制したり、ボトルネックを解消するために構想・実行

されるべきものでもある。その点で、技術開発戦略は、売り手や補完財のみならず、代替品業界の

技術進歩を遅延させ、買い手による指名買いの可能性を高めるために構想・実行されるべきもので

もある。

6 技術戦略の策定・実行に伴う罠と課題

6.1 中核能力の罠

自ら蓄積・保有する技術的強みに経営資源を集中し自社の競争力を高めようとする経営施策は、

中核能力（コアコンピタンス）を構築する合理的な施策である。ただし、中核能力の構築を意図し
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た技術戦略を策定・実行する上で、留意すべき点がいくつかある。第一に、中核能力の定義・共有

の問題である。中核能力自体は、目に見えるものではなく、日々の業務活動に深く根付いたもので

あるため、つかみどころがなく（elusive）、その存在を認識・同定するのも、共有するのもしばし
ば困難である。それゆえ、より多くの組織成員が事業プロセスに参加するのに伴い、中核能力とは

何かについて認識の共有が難しくなる。第二に、異なる領域への応用可能性の高さや汎用性こそが

中核能力として定義されるがゆえに、技術力としての中核能力は過大評価される傾向にある。第三

に、中核能力はヒト自体やヒトとヒトとの協働プロセスに体化され、組織文化や組織慣行と深く結

びついている。そのため、中核能力は短期的には変化し得ない。言い換えれば中核能力は強みであ

るとともに、環境変化によって弱みに転ずる性格を持っている。中核能力は、硬直性の源泉でもあ

る (Leonard-Barton, 1992)。

6.2 既存事業のルール・規範・評価基準

新規技術の開発が新規事業や新規ビジネスモデルの提案を以て推進される時、新規技術の推進は

しばしば困難に直面する。それは新規技術がもたらす市場機会が、既存事業が立脚するルールや行

動規範、そして評価基準によって評価されるからである（Johnson, 2010）。例えば、新規技術の市
場機会は、かつての既存事業が開拓してきた市場機会に比べると、市場規模が小さすぎるかもしれ

ないし、利益率が低すぎるかもしれない。あるいは、社内の品質基準を満たさないかもしれない

し、顧客層は既存企業が対象としてきた顧客層と大きく異なるかもしれない。その時、かつての既

存事業の成功のエッセンスを体現した既存ルールや行動規範、そして評価基準は、新規技術が切り

開く市場機会の把握には役に立たず、むしろ新たな機会を過小評価するための合理的な根拠として

利用される。

しばしば既存事業において新規事業が期待通りに立ち上がらないのは、十分に経営資源が新規事

業に割かれていないことも一因であるが、それ以上に深刻なのは既存事業の経営慣行が新規事業に

無意識的に持ち込まれることに求められる。新規事業は、既存事業とは異なる合理性と基準やルー

ル、そして評価基準に支配されるものである。それゆえ、経営層は、新規事業と既存事業とを明確

に切り分け、異なるルールと基準でそれぞれを運営する必要がある。

7 破壊的イノベーション：性能次元と競争次元との転換

技術開発は、常に更なる高性能化への道をたどる慣性力を有している。このことは、他者よりも

先んじて優れたものを開発するという技術者自身の個人特性に起因していると言えるかもしれない

し、競合他社に先駆けて開発を進めるという企業間競争に起因しているかもしれない。いずれの理

由にせよ、技術開発やその結果として実現するイノベーションは、性能向上の飽くなき改善という

形で実現されることとなる。しかし、一定水準以上の性能向上は性能次元の転換をもたらすこと、

そして主流となる顧客が転換することによって、主流となる競争次元が転換することを指摘したの

が、クレイトン・クリステンセン（Clayton Christensen）による『イノベーションのジレンマ』で
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ある。

技術開発は、常に顧客の問題解決の手段であって目的ではない。しかしながら、時として技術開

発は自己目的化することによって、性能向上そのものが自走することとなる。問題は、性能向上に

よって達成される水準が顧客の満足を超えた時である。技術的に顧客の問題が解決されるならば、

顧客は異なる技術的課題に関心を払うようになるかもしれないし、技術的課題以外の価格や納期な

どの他の課題により関心を寄せるかもしれない。その時競争次元が転換することとなる。高画素化

が一段落すると急速な価格低下によるコモディティ化が進展した薄型テレビなどは急速に訴求すべ

き性能次元の転換に伴い、競争次元が転換した一例である。技術開発はしばしば顧客の満足水準を

大きく超えてオーバーシュートする可能性があることに留意する必要がある。それは技術開発能力

の高さを自認する企業ほど気をつける必要がある。

8 リバース・イノベーション：先進課題はどこにあるか

これまでのイノベーションの説明モデルの基本的前提は、先進国でイノベーションが実現し、そ

の成果を発展途上国が事後的に享受するというものであった。そこでは先進国→発展途上国という

経路が想定されている。しかし、先進国で顕在化した課題は、必ずしも発展途上国で顕在化した課

題と同一であるわけではない。そのため先進国の問題解決のために誕生した新製品やサービスは発

展途上国に自動的に受け入れられるわけではない。それとは逆に、発展途上国の改題解決のために

誕生した新製品やサービスは、課題の後進性ゆえに先進国に受け入れられるわけではない。もしそ

うであるならば、先進国と発展途上国は、それぞれ異なる解決すべき課題に応じてイノベーション

実現に注力すべきこととなる。

Govindarajanと Trimbleが『リバース・イノベーション』の中で強調するのは、発展途上国の改
題解決のために誕生した新製品やサービスが、時として途上国故に直面する課題の先進性ゆえに、

事後的に先進国の潜在的な課題解決に資することがあるという点である。発展途上国は先進国と比

較して常に課題の後進国ではなく、課題設定の仕方によっては、先進国に展開可能な課題解決の場

として発展途上国が重要な役割を果たす可能性がある。

9 オープン化とエコ・システム：他者と競争し共創する

技術開発戦略において、これまで以上に重要となっているのが、プラットフォーム戦略（Gawer
and Cusumano, 2002）であり、研究開発のオープン化であり（Chesbrough, 2003）、エコ・システ
ムの中で自社の製品・サービス開発戦略を考えるという視点である（Iansiti　 and Levien, 2004）。
プラットフォームを意識した技術戦略は、一つの商品やサービス開発を単体・単発開発として位置

づける古典的な技術戦略と違って、一連の製品群（世代）の一つとして個々の製品を位置づけ、製

品間に関連性や連続性を持たせることによって価格や機能上の優位性を生み出そうとする試みであ

る。毎回新たな技術戦略を策定・実行するのではなく、技術的な共通基盤となるプラットフォーム

やビジネスの場としてプラットフォームを作ることによって、持続的な競争優位性を確立しようと
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する試みである。インテル社の PCI バス開発などはその一例である。それは急速な技術進歩に対
処するための一方策でもある。

オープン・イノベーション戦略もまた、急速な技術進歩に対処するための一方策である。自らで

きる開発に限界があるからこそ、他のパートナーと協働し、価値を協働で創造する必要が出てく

る。垂直統合型ビジネスモデルを追求してきた日本企業は、オープン・イノベーション戦略を追求

する余地が数多く残されているかもしれない。ただし、他社の成果をうまく生かすには、自社の強

みに関する深い理解が必要である。したがって、オープン・イノベーションを実現するには、自社

が強みとするクローズドなコアを今以上に明確に認識する必要がある。

エコ・システムという言葉も含めて、これからの技術戦略の策定と実行において必要なのは、他

者と競争し、同時に共創するという視点である。技術進歩の早さはゆえに、競争者は協力者でも

ある。

尚、本章は一橋大学イノベーション研究センター (2017)第 3章を要約したもので、詳細は本書
をご覧いただきたい。
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1.3　イノベーションの普及と規制

江藤　学 ∗

初版発行日：2018年 8月 28日、最終更新日：2019年 4月 25日

リード文

イノベーションに影響を与える様々な政策や制度は、イノベーションの種を作り出すもの、その

種を管理し財産化し、流通させるものとともに、その種を社会に普及させ、イノベーションを実現

するためのものが数多く存在する。特に技術規制はイノベーションの普及促進・普及阻害の両面で

大きな影響を持っている。

キーワード

イノベーション、普及、規制

本文

1 技術の普及と利益の確保

1.1 技術普及とイノベーション

人間が技術開発を行う原動力の基本は、「もっと楽になりたい」という普遍的要求にある。様々

な技術を開発して、少しずつ進歩し、楽に暮らせるようにしてきたのが人類の歴史だ。そこで開発

された様々な技術は様々な方法で人々に伝えられ、普及し、イノベーションを起こしてきた。

しかし、現代のイノベーションは企業活動を抜きに考えることはできない。開発した技術をその

まま使ったり、他人に無償で伝達したりするのではなく、製品にその技術を体化し販売し利益を上

げることが「もっと楽になりたい」を実現することとなったのである。もちろん、イノベーション

の成果から対価を得ることは、次の技術開発の資源を得る上でも必須のサイクルであり、資本主義

社会における当然の形と言えるだろう。

Everett Rogersは、その著書 Diffusion of innovation(Rogers, 1962)の中で、技術が普及するため

∗ 一橋大学イノベーション研究センター教授
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には、1)従来の技術と比べた比較優位、2)利用者の既存の行動に対する適合性、3)利用者がその技
術を使ううえでの分かりやすさ、4)その技術を使ってみることができる試用可能性、5)新しい技術
を使っていることが他者にも見えるような可視性、の 5つのポイントが重要だと整理している。そ
して、その技術が普及する過程では、最初に新しい技術を積極的に採用するリスクを取る、若くて

行動的な Innovatorsが存在し、社会的影響力の大きいオピニオンリーダーがそのイノベーターと積
極的に交流しつつ、二番手の利用者として、しっかりと技術を確認したうえで採用を決める Early
adoptersとなることが重要としている。このように技術普及をマネジメントすることは、イノベー
ションの重要なポイントだ。

1.2 企業活動と技術普及

企業活動としてイノベーションから利益を得ることが必須であれば、技術の普及には高度な戦略

が必要だ。技術をどこまでオープンにし、技術の普及と利益の確保とのバランスを確保するかが重

要な戦略となるのである。技術を隠し、占有すれば、そこから得られる利益は 100%独占すること
ができるが、当然その技術の普及は進まないため、市場が拡大せず利益総額は伸びない。逆に、技

術を完全にオープンにしてしまうと、その技術を模倣して製品を製造し販売する多くの競争者が

生まれる。このため、技術製品の市場が大きく拡大しても、自らが得られる利益は少なくなるので

ある。

そしてさらに現代社会では、この個人の利益最大化だけを目的とすることはできない。社会の安

定と安全を実現する上で、個人の利益を犠牲にしても、普及すべき技術や使用を規制すべき技術が

存在するからだ。つまり、単に技術をオープンにするだけではなく、そこからイノベーションに結

び付けるべき技術を選択していくことが必要なのである。このイノベーションを実現するために、

様々な社会ルールが整備されてきているのである。

2 制度による技術普及のコントロール

2.1 事前規制と事後規制

規制には様々なタイプのものがあるが、一般的に技術規制とは、新しく開発された技術が社会の

安全を脅かさないように、その使用を制限することを目的としている。しかしそれは、逆に規制の

範囲内で利用できる技術の普及を促進することになる。技術規制の中には、新しい技術を強制的に

使うことを定めたものも多く、このような技術規制は、まさに技術の普及を強制的に行う行為だ。

しかし、多くの場合、技術規制はイノベーションを阻害する効果のほうが大きい。その影響力

は、規制体系が事前規制か事後規制かにも大きく影響される。事前規制とは、新しい技術の使用な

どに当たって、その使用方法を詳細に規定し、危険な使用方法や間違った用途での使用が起こらな

いようにしようとするものだ。日本は、この事前規制を重視する法体系となっている。これに対し

事後規制とは、新しい技術の開発者、販売者、利用者など、その技術の利用にかかわる利害関係者

の責任を明らかにし、もし事故や問題が起こった場合に、その責任をきちんと追及できるルールを
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定めるものだ。米国などがこの事後規制を重視した規制体系となっている。

確かに事前規制を行うことで、関係者が大きな責任を負うような事故の発生確率は減ることが期

待できるが、その分技術の挑戦的利用、実験的利用は困難となり、イノベーションの阻害効果は大

きい。このため日本でも、大きな流れとして、事前規制から事後規制へと規制体系を変化させよう

とする動きがあるが、まだまだ、米国等に比べると、事前規制が強く、新技術によるイノベーショ

ンを起こしにくい環境となっているといえるだろう。米国が事後規制の政策体系を実現できる背

景には、民間の保険システムの充実と、その保険による賠償を受け入れる国民意識があることも大

きい。

このような中で、国ごとの規制の差を利用して製品開発や市場創出を行う戦略は、既に多国籍企

業では一般的となっている。国ごとの規制体系の違いは、ビジネスのコストになることもあるが、

ビジネスチャンスとなることもあることは重要なポイントだ。

2.2 技術規制のイノベーションへの影響

前に述べたように、規制の多くは一義的にはイノベーションを阻害する方向に動くだろう。しか

し、実際には、規制がイノベーションを促進することも多い。当然ながら新しい技術の普及に対す

る規制は、その新しい技術を普及させるために必要な制限だからだ。これらの規制は、当該技術の

安全なイノベーションを促進するだけでなく、リスクを軽減する多くの新しい技術を生み出すこと

にもつながる。実際に規制があったからこそ生まれた新しい技術は数多く知られており、さらに最

近では技術進歩を促すための規制なども生み出されている。

2.2.1 技術規制によるイノベーション

規制が生み出したイノベーションとしてもっと有名なものが、ホンダによる CVCCエンジンだ。
この CVCCエンジンは、1970年に米国のカリフォルニア州などで導入が進められた大気浄化法改
正法（通称マスキー法）に対応するために生み出された技術であり、多くのイノベーション研究の

対象となっている。

2.2.2 イノベーションを継続させる規制

規制は、その規制をクリアするためのイノベーションを生み出すが、一旦規制をクリアすると、

それ以上のイノベーションを起こす必要はないため、技術開発が停滞する場合が多い。この問題を

クリアする目的で整備された法律に、1999年に改正された「エネルギーの使用の合理化等に関す
る法律」（以下「省エネ法」）がある。トップランナー方式と呼ばれる法律で様々な工夫がその中に

は存在する。

2.2.3 規制を活用したイノベーション

規制はイノベーションに大きな影響を与えるため、ビジネスを成功させる上で、このような規制

環境を技術開発と並行してマネジメントすることも重要な課題となる。
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15年程前に開発された生分解性の釣り糸は、この規制を活用することが出来ず、事業化されな
かった事例だ。この糸は通常の釣り糸に比べ、少し弱く、少し高価であったが、河川・湖沼の釣り

には十分な性能を有していたし、自然環境を保護する上では高い価値を持っていた。関係者は、国

立公園内での釣りにはこのような生分解性の釣り糸を使用することを義務付けることができれば大

きな市場ができるとして、製品開発後に関係省庁に働きかけたが、簡単には実現せず、その間に開

発企業は製品化から撤退してしまった。

2.2.4 規制改革が起こすイノベーション

電動アシスト自転車の特徴は、この製品が「自転車」であることが規制により認められていると

いうことだ。具体的には、道路交通法第 2条第一項第 11号の２において「人の力を補うため原動
機をもちいる自転車」と規定されており、電動アシスト自転車が自転車であると認められている。

このため電動アシスト自転車は原動機を持つ製品でありながら、免許・ヘルメットの装着を必要と

しないのである。

電動アシスト自転車は高度な技術を開発することで旧来の自転車と同じ感覚で操作できる原動

機付き自転車を開発し、道路交通法を改正することで、それを自転車と認めさせることによりイノ

ベーションを起こすことに成功した。さらに、安全性・自転車との同一性が認識されるとともに、

アシスト力を強くする方向に規制緩和も行われた。この規制緩和が、他の規制緩和や規制強化と強

い関係を有し、イノベーションを実現しているのも、注目すべき点だろう。

尚、本章は一橋大学イノベーション研究センター (2017)第 11、12、15章を要約したもので、詳
細は本書をご覧いただきたい。
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科学技術イノベーションを担う人材の重要性は広く認められているが、それに関する政策に

は様々な課題がある。主要な課題としては、科学技術人材育成システムと産業や社会のニーズと

のミスマッチ、研究人材の需要と供給の不一致に起因する諸問題、社会全体としての高度な専門

人材の活用の遅れ、などがあるが、科学技術イノベーション人材に関する基本的な概念には曖昧

性や脆弱性があり、そのことが政策的な議論や検討が深まらないことにつながっている。 
 
 
 
キーワード 

人材育成システム、人材の需要と供給、科学技術人材、研究人材、高度人材 
 
 
 
1. 科学技術イノベーション人材に関する政策上の課題のスコープ 

 科学技術イノベーション人材の育成や活用促進は、科学技術イノベーション政策における重

要課題である。科学技術やイノベーションの活動を担うのは“人”であるからには、“人材”が

大きなテーマとなることは当然のことである。この観点からは、科学技術イノベーション人材に

関する政策的な課題として、将来的なイノベーションや社会的課題の解決に向けてどのような

人材を育成するのか、また、そのための人材育成システムをどのように構築するのか、といった

課題が浮かび上がってくる。 
別の観点として、日本のイノベーション・システムに生じている様々な問題を、“人材育成シ

ステム”の問題に関連付けて捉えることも必要になっている。例えば、近年、日本の“研究力”

が低下しているとの懸念が広まっているが、これは、博士人材の育成・供給、若手研究者の処遇

や研究環境、などの問題が要因の一部となっている可能性があり、人材育成システムの側からの

検討が重要になってきている。また、日本において情報技術の活用が進展していないという問題

も、情報技術人材の育成システムから検討することが重要になる。 
このように考えるだけでも、科学技術イノベーション人材に関する政策上の課題は大きな拡

がりがあることが分かるが、更に、上記の観点では捉えられないような様々な問題が存在するで

あろう。そのため、問題の網羅的あるいは体系的な抽出は困難であり、次節以降では、様々な問

題の根底にある基礎的な概念と主要な論点に重点を置いて、この問題を概観する。 
 
 
2. 科学技術イノベーション人材の概念的枠組み 

2-1．科学技術イノベーション人材の概念についての概観 

 ここまで、「科学技術イノベーション人材」という語を用いてきたが、この語には曖昧性があ

り、どのような人材を指し、どの範囲を対象にしているのか、明確ではない。曖昧性のある語が
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有用な場合もあるが、政策や政策的議論の対象を指す語として用いる場合には注意が必要であ

ろう。また、「科学技術イノベーション人材」の下位概念と考えられる「科学技術人材」や「研

究開発人材」などについては、統計上の定義等は有るものの、後述のように、これらを巡る一種

の混乱が長年に渡って続いている。このように、科学技術イノベーションに関する人材を論ずる

際には、最も基本的な概念に脆弱性があることに注意すべきである。ここではその問題を扱うが、

現時点では「科学技術イノベーション人材」などの語や概念を明確に定義することは困難である

ことを踏まえ、問題の所在を概観する。 
 まず、「科学技術イノベーション人材」という語は、広い意味で“科学技術やイノベーション

に関する活動を担う人材”を指す語とすることが妥当であろう。これだけでは、どのような人材

を指すかを明確にはできないが、例えば、「科学技術イノベーションの促進のために、どのよう

な人材を育成するべきか」といった政策的な議論に際して、最初に対象を広く捉えるための語と

しては機能するであろう。本稿でも、広い範囲の人材を指す語としては、この語を引き続き用い

ることとする。なお、過去に科学技術人材や研究開発人材の概念や定義を提示してきた OECD
と欧州委員会（European Commission）は、2019 年より公開している国際的な科学技術イノベ

ーション政策に関するデータベース“STIP COMPASS”において、「科学技術イノベーション人

材」に相当する語を“Human resources for research and innovation policy area”と一般的な名

詞で表記している（European Commission and OECD 2019）。このことからも、現時点では、

「科学技術イノベーション人材」の国際的に定着した定義がないことがうかがえる。 
もう少し具体性のある人材概念を考えるためには、そもそも、科学技術とイノベーションは、

かなりかけ離れた概念であり、政策上の議論や論述において「科学技術イノベーション」という

語（あるいは概念）が用いられるようになったのは比較的、最近であることを思い起こすべきで

ある 2。そのため、「科学技術イノベーション人材」は、科学技術に関する人材とイノベーション

に関する人材に分けて考えることが自然である。そして、前者（科学技術に関する人材）につい

ては、早くから政策的な議論の対象となり、相対的には概念化や定義化が進んでいる。そのため、

2-2 節で科学技術に関する人材の概念や定義等を検討し、それに基づいて、2-3 節でイノベーシ

ョンに関する人材に関する概念について考察する。 
なお、“人材”という概念に関連する概念についても簡単に触れておく。ここまでの議論の文

脈において、“人材”という語は、労働経済学における“人的資本”（人間に体化された熟練・技

術・知識の事を意味する）の概念に近い意味となっていた。これまで、労働経済学の知見が科学

技術イノベーション政策の議論・検討に援用・参照されることは必ずしも多くは無かったが、労

働経済学では“人的資本”の概念に基づく様々な研究や検討がなされており、人材関係の様々な

議論・検討に対して、有用な知見をもたらしてくれる可能性があることを指摘しておく。 
 
 
2-2．科学技術人材の概念と関連概念 

(1) 専門用語としての科学技術人材：HRST 

「科学技術人材」に関しては、科学技術に関する統計やデータの専門家、あるいは科学技術に

関する人材の問題に携わる専門家等の間で充分に定着している概念が存在する。それは学術的

な議論や、いくつかの国での長年に渡る統計に関する取り組みを通じて形成され、1995 年に

OECD と欧州委員会統計局によって編纂・公表された「キャンベラ・マニュアル：科学技術人

材の測定に関するマニュアル」において提示されている（OECD/Eurostat 1995）。「キャンベラ・

マニュアル」は、OECD が発行している科学技術活動の測定に関する国際標準を提示するマニ

ュアル群の一つであり、科学技術人材の測定に関する様々な事項を扱っている。 

 
2 そのことを端的に示す例としては、「科学技術基本法」が改正されて「科学技術・イノベーション基本法」（2021 年 4
月 1 日施行）となったことを挙げることができる。この改正に伴い、5 年ごとに策定することが義務づけられていた

「科学技術基本計画」も、2021～2025 年度を対象期間とする第 6 期より「科学技術・イノベーション基本計画」に名

称が変更された。なお、「科学技術・イノベーション」という「・」を含む表記は、本来、別の概念である科学技術と

イノベーションを結び付けたことを明示化した表記であると考えられるので、ここでの議論では「・」の有無は考慮

しないこととする。 
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同マニュアルで定義されているのは、“Human Resources devoted to Science and Technology 
(HRST)”であり、日本語に直訳すると「科学技術に充てられた人的資源」や「科学技術に従事

する人材」などとなるが、単に「科学技術人材」と訳すこともできるであろう。その定義は、「自

然科学または工学の大学卒業者と同等ないし同等以上の資格を有する者、あるいは関連する科

学・技術分野の職業に従事している者」（筆者による日本語訳）とされている。この定義の前半

は教育や資格が基準となっているが、後半は従事する職業が基準となっている。なお、あるカテ

ゴリーの人材の範囲を定める際に、このように、教育・資格と職業・活動という 2 つの面から定

めるのは典型的な方法である。 
この定義は、かなり広い範囲の人材を指しており、おそらく、日本語の「科学技術人材」とい

う語から想像されるより、はるかに広い概念と言えるであろう。定義の前半は、科学技術分野の

高等教育の課程を修了した人は全て HRST に含まれることを意味している。この「高等教育の

課程」は、大学院レベルに限定されるのではなく、日本の場合、4 年制大学、短期大学、高等専

門学校のいずれも含まれる。また、「科学技術分野」の範囲は、基本的には自然科学と工学とさ

れているが、農学や医学、社会科学も対象にすることもでき、さらに、場合によっては人文科学

までも含める枠組みも想定されている。一方、定義の後半は、前半で述べられているような教育

や資格を有していない場合でも、そのような教育や資格を必要とすることが一般的である科学

技術関係の職に就いている人が含まれる。例えば、高等教育を受けずにシステム・エンジニアの

職に就いている人が含まれることになる。このように対象範囲が広く、日本において HRST に

近い人材カテゴリーを指す一般的な語としては“理系人材”などが比較的近い意味を持つかもし

れない。 
1995 年にキャンベラ・マニュアルが公表された頃は、このような対象範囲が広い人材につい

ての統計調査を行っている国は少なく、同マニュアルは、実用的なマニュアルと言うより、理念

的な文書という面があった。しかし、その後、同マニュアルの影響を受けて科学技術人材のデー

タ整備を進める国が次第に増加し、特に欧州では、欧州委員会が同マニュアルに準拠したデータ

の整備を推進している。なお、米国では同マニュアルよりはるかに古くから、NSF（全米科学財

団）などが高等教育機関で科学技術の教育を受けた人材や科学技術に関する職に就いている人

の大規模な統計を作成していた。この米国の人材統計は、本質的に HRST と類似の概念に基づ

いていると言える。 
なお、HRST の語は、外面的には“イノベーション”の要素を含んでいないが、内容的・歴史

的には“イノベーション”と深い関係がある（小林 2011，綾部 2018）。例えば、キャンベラ・

マニュアルの序文の冒頭の文章は、「科学技術（S&T）と人的資源（HR）をいかに組み合わせる

かは、今後数十年にわたり、経済発展と人類の生存の鍵を握る要素となると考えられている」と

なっており、HRST の概念には、科学技術システムを支える人材というよりも、社会・経済の維

持や発展を担う人材といった考え方が反映されていることがうかがえる（OECD/Eurostat 
1995）。 

 
 

(2) 研究開発人材の定義と人材区分 

研究開発統計において、研究開発人材は研究開発支出と並ぶ主要な測定項目である。研究開発

統計の国際的な標準を示している OECD のフラスカティ・マニュアル 3において、「研究開発人

材（R&D personnel）」は「ある統計単位において、そこに雇用されているか外部からの貢献者

であるかにはよらず、直接的に研究開発に従事している人、及び、そこでの研究開発活動に直接

的なサービスを提供する人」と定義されている。 
この研究開発人材は、研究開発における役割によって、「研究者（Researchers）」、「技能者

（Technicians）」、「他の支援職員（Other supporting staff）」に区分されている。これらのいず

れについても、フラスカティ・マニュアルで定義された「研究開発（Research and Development）」
 

3 『フラスカティ・マニュアル（Frascati Manual）』は、OECD が作成している研究開発統計に関する国際的な指針で

ある。その最初の版は 1963 年に公表され、1964 年に OECD 加盟国によって承認された。この名称は、同マニュアル

の策定のための会議が開催されたイタリアの地名に由来し、当初は通称であったが後に正式名称となった。同マニュ

アルは、その後、何度か改訂され、現時点での最新版は 2015 年版である（OECD 2015）。 
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に直接的に関与した人であるため、「研究者」と言っても、アカデミックな研究職だけでなく、

例えば、企業において「研究開発」に従事する人を含む広い対象であることに注意が必要である。 
研究開発人材の定義や区分で、特に考慮が必要であるのが高等教育機関である。大学教員は、

研究に従事している場合にのみ「研究者」に含まれる。日本の場合、大学教員は全て研究者に含

まれるが、これは、“大学は教育と研究を両輪とする”と言う確固とした原則があるためである。

なお、研究開発統計においては、大学教員が職務時間の全てを研究に費やしていない場合、フル

タイムの研究者ではなくパートタイムの研究者として扱い、その人数の計測は「フルタイム換算」

（Full-time equivalent）で行われる。一方、研究開発活動に従事している博士課程学生は研究

者に含める一方、修士課程学生については、従事している研究開発活動に対して給与の支払を受

けている場合に限ってのみ研究開発従事者に含まれるべきものとされている。また、高等教育機

関や公的研究機関等において若手の研究者として研究開発活動に従事する、いわゆるポスドク

については、活動形態、あるいは雇用や給与の形態は多様であるため、一律に扱われず、フラス

カティ・マニュアルに示された研究開発人材の定義や集計基準に基づいて、それぞれの扱いが定

められることになる。 
 
 

図 1 科学技術人材（HRST）と研究開発人材（R&D Personnel）の関係 

注：ここでは、「科学技術人材」の範囲を自然科学・工学に限定した場合を示している。その範囲を人文社会科学なども

含む全ての分野に広げた場合、「研究開発人材」は基本的に「科学技術人材」の部分集合となる。 

 
 
 
(3) 「科学技術人材」と「研究開発人材」をめぐる混乱 

以上のように「科学技術人材」と「研究開発人材」に関しては、定義が有り、両者の関係は図

1 のように示すことができるものの、概念上の混乱がしばしば見受けられる。まず、「科学技術

人材」に関しては、前述のような定義とは別に、「科学技術」と「人材」という２つの一般名詞

を結合させただけの漠然とした意味の語として使用される場合も多い。その場合、曖昧性がある

というだけでなく、定義された「科学技術人材」と一般名詞としての「科学技術人材」の混用、

あるいはどちらの意味で用いているのか分からないと言った問題が起きてくる。しかも、「科学

技術人材」という語は広く使われており、そのような状況のもとで政策的な議論がなされたため

に、議論が深まらない場合が見受けられる。 
また、典型的な問題の例は、「科学技術人材」という語を用いているにもかかわらず、内容的

には「研究開発人材」や、それを更に狭く捉えた「研究人材」について述べている、という場合

自然科学・工学の学士以上の学位取得者

（または同等以上の資格保持者）

自然科学・工学に関連

する職業に従事する者

直接に研究開発に従事する者

「科学技術人材」(Human resource devoted to Science and Technology)
（OECDキャンベラ・マニュアル）

「研究開発人材」(Research and Development Personnel)
（OECDフラスカティ・マニュアル）
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である 4。これがどのような問題を生むかは容易に推察できる。「研究人材」に関する政策的な課

題は、研究者のポストや処遇、研究環境に関する問題をはじめ、研究システムの内部の問題であ

ることが多いであろう。一方、前述のように、HRST として定義された「科学技術人材」は、も

ともと、科学技術システム内部の観点というよりも、科学技術を社会・経済の維持や発展にいか

に結び付けるか、といった文脈から形成された概念である。そのため、例えば、社会や経済に対

応した人材ニーズについて政策的な検討を行う場合に、「科学技術人材」という語を用いつつも、

実質的には「研究人材」を念頭に置いた議論がなされると、科学技術システムの内部に閉じた議

論になり、議論は深まらないということになる 5。 
 
 
(4) 科学技術人材の関連概念 

 「科学技術人材」に類似した語はいくつかあるが、最近は“STEM worker”や“STEM workforce”、 
“STEM Labor Force”といった語が使われることがある。STEM は、"Science, Technology, 
Engineering and Mathematics" の略語であり、教育分野としての科学・技術・工学・数学を指

す語として、日本も含めて世界的に用いられることが増えている。STEM は教育の分野を指す

語ではあるが、もともと、米国において、ハイテク人材の不足や国家の産業競争力を左右する人

材の必要性といった文脈で、強化すべき教育分野を指す語として用いられるようになったため、

本質的に科学技術人材の概念と密接に結びついており、また、STEM 分野の高等教育を受けた

人材を指す “STEM workforce”等は、HRST と対象範囲が似ている。 
 その他、国際的に“Highly skilled”あるいは“Highly skilled worker”や“Highly skilled 
professionals”の語も比較的よく用いられている。これに対する日本語としては、「高度人材」、

「高度職能人材」、「高度技能人材」などの語が当てられている。この語自体には明示的に“科学

技術”の要素は含まれていないが、科学技術イノベーション政策の文脈で用いられることにより、

科学技術人材（HRST）と似た意味になる場合が多い。また、「高度」という点を強調する考え

方においては、科学技術人材全般というよりも、先端科学技術分野の研究者や技術者、博士号保

有者などに限定した意味が強くなる。ただし、現在、この語は、主として科学技術イノベーショ

ンに関わる人材の国際的な流動の問題を扱う際に用いられる場合が極めて多い。 
 
 
2-3．“イノベーション人材”の概念についての考察 

“科学技術”という語が専門的な知識の体系、あるいはそのような知識体系に関する活動を意

味していることから、「科学技術人材」の語は、科学技術の専門的な知識を有している人材や専

門的な活動に携わる人材を指すと考えることができたのに対し、「イノベーション人材」を“イ

ノベーションに関与する人材”と規定しようとしても、これだけでは概念としても曖昧である。

なぜなら、イノベーションは不確実性の高い事象であり、それが起きるか否かを事前には予見で

きないためである。言い換えるなら、従事している活動に基づいて「イノベーション人材」を規

定することは困難である。そのため、この語を用いる際には、その目的に応じて意味づけを明確

にする必要があると考えられる。 
「イノベーション人材」を規定する一つの方法は、イノベーションをもたらす可能性のある諸

活動に関与する人材として、広く捉えることであろう。この場合、広い意味での科学技術人材を

すべて含む上に、科学技術知識の実用化や社会システムへの適用、あるいはそれらに関する制度

や組織の運用者など、様々な人材が含まれることになるだろう。ただし、このような広い捉え方

が有用な場合はあるかもしれないが、あまりにも幅広いカテゴリーの人材が対象になることで

 
4 「研究人材」については、国際的に流通している定義があるわけではないが、フラスカティ・マニュアルで定義されて

いる「研究開発人材」の完全な部分集合であり、両者の関係が明確であるため、本稿では、この２つの語を内容に応じ

て使い分けている。例えば、大学教員は、フラスカティ・マニュアルの定義では「研究開発人材」に含まれるが、“開

発”に従事する場合は稀であるため、「研究人材」という語を用いる場合がある。 
5 これに関連する議論として、小林（2004b）は、科学技術者と研究者の意味の違いについて注意喚起した上で、日本で

は科学技術者＝研究者という議論が行われており、そのような認識のもとでは政策的な議論が深まらないという趣旨

の指摘をしている。 
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有用性の乏しい人材概念となる恐れがある。 
これと対照的な考え方は、イノベーションを起こすことを明確に意図した活動に従事する人

材を指す語・概念とすることである。例えば、ベンチャー企業やスタートアップの創業者などが

考えられる。また、産学連携や大学からの知識移転をサポートする専門家等は、現代的なイノベ

ーション・システムに特徴的な人材であり、今日のイノベーション政策で特に焦点が当てられる

人材であるため、ここに含めることができるだろう 6。しかし、この場合は、かなり限定的な人

材しか対象とならず、予期しないところからも起きるイノベーションの一部しか捉えていない

といった問題が生じる可能性がある。 
 そもそも、イノベーションを担う人材を重視するとしても、それを「イノベーション人材」と

いう概念で捉える必要があるのか、検討の余地がある。例えば、イノベーションの源泉は科学技

術であるという考え方に立脚するのであれば、イノベーションを担う中核的人材として「科学技

術人材」の概念があれば多くの場合は十分かもしれない。もちろん、イノベーションは科学技術

から生まれるだけでなくマネジメントや組織の改革などからも生まれるため、「科学技術人材」

だけでは不十分となる場合もあるが、その場合でも、前述の「高度人材」のような概念で足りる

という考え方もある。以上のように、「イノベーション人材」という語や概念の必要性は十分に

検討されておらず、歴史的な蓄積も不十分であり、現時点では確立した概念となっていないと言

える。 
 
 
3. 科学技術イノベーション人材に関する主要な政策的な論点 

 本節では、科学技術イノベーション人材に関する主な政策的な課題をとりあげる。政策的な課

題は、日本の科学技術イノベーションのシステムの状況についての認識や分析に基づいて顕在

化するので、ここでは、それぞれの政策的な課題の背景にある状況や歴史についての説明に重点

を置いている。 
 
 
3-1．科学技術人材育成システムと産業や社会のニーズとのミスマッチ 

科学技術の推進やイノベーションの創出には、専門知識を備えた人材が求められ、高等教育機

関など、高度に整備された人材育成システムが必要となる。しかし、そのような人材育成システ

ムを、将来的な変化をも踏まえて産業や社会のニーズに適合したものとすることは容易ではな

いため、しばしばミスマッチが生じる。このようなミスマッチは科学技術イノベーション人材の

あらゆるカテゴリーについて生じる可能性があるが、これまで日本において大きな規模で実際

に起きたのは、実質的に第 2 節で述べた意味での「科学技術人材」に関するミスマッチであり、

それらに関する分析や研究もかなり行われているため、ここでは、「科学技術人材」の育成シス

テムと産業や社会のニーズとのミスマッチの問題について述べる。 
高等教育機関における科学技術人材の育成は、日本の重要な政策課題として長い歴史を持っ

ている。これは、大学を社会や産業のニーズに対応する人材育成システムとして位置づけるとと

もに、科学技術を社会・経済の発展にいかに結び付けるか、という問題でもあり、狭義の科学技

術政策の枠には納まらず、教育政策や産業振興政策などの様々な政策領域のなかでも検討・実施

されてきた。そして、高等教育機関の人材育成に関して、産業や社会のニーズとのミスマッチが

ある、あるいは、産業や社会の変化に対応した人材を供給していない、といった批判が高度経済

成長期の後半以降、長年に渡ってなされており、それがこのテーマにおける基本的な課題となっ

ている（小林 1996, 矢野 2001, 小林 2001, 両角・齋藤・小林 2004, 富澤 2021, 富澤・長根

(齋藤)・安田 2021）。 
 このミスマッチについて論じる際には、それと対比される成功モデルとして、高度経済成長期

 
6 このような専門人材は大学に多く、研究開発プロジェクト等の「プログラムマネージャー」、研究活動のマネジメント

を主務とする「URA」（University Research Administrator）、知的財産のマネジメントや新ビジネスの創出を担う「産

学官連携コーディネーター」などがある。また、知的財産マネジメントに関する専門家、社会との関係構築やアウト

リーチに携わる人材、ファンドレイザー等、なども関連する人材と言える。 
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の科学技術人材の養成政策が引き合いに出されることが多い。具体的には、「1950 年代後半から

60 年代にかけての高度成長期には、社会や産業界の強いニーズを背景に高等教育機関の大幅な

拡充や大学の理工系学部の増員が行われ、日本の経済成長に多大な貢献をした。」といった形で

引き合いに出される（安西 2022）。実際、高度経済成長期には、“理工系ブーム”と呼ばれるほ

どの理工系学部の増員を中心とした高等教育システムの大幅な拡張がなされ 7、しかも、この時

期の大学卒業者の就職率が一貫して 9 割以上であったことが示すように、高度成長期の日本経

済システムが必要としていた大量の大学卒業生を適切に供給したといえる（伊藤 1996，富澤 
2021）。また、この時期に拡充された理工系学部は、その後も長年にわたって、日本のイノベー

ション・システム 8の重要な構成員である科学技術人材を育成・供給した。その意味で、高度経

済成長期の科学技術人材育成政策は、産業界の需要や社会的要請に応えたように見える。なお、

この認識は広く浸透しており、日本のイノベーション・システムにおける人材育成について考察

する際の基本的な思考の枠組みを提供してきた面がある（佐和 1984, 佐藤 2011，安西 2022）。 
 一方、1970 年代半ば以降のポスト高度成長期以降、現在に至るまで、そのような人材育成の

“成功”は再現できなかったとされることが多い（小林 1996）。ただし、高度成長期の人材育成

は、理工系人材全体の需要の量的予測で対応できたのに対し、その後は、専門分野や専門性など

の質的な要素まで含めた予測が必要となり、政策立案の困難性が高くなったと考えられる（両

角・齋藤・小林 2004）。例えば、情報技術に関わる人材については、1980 年代より今日に至る

まで、しばしば将来的な人材不足の予測が出され、その育成に向けた政府の政策も掲げられてき

たが、常に人材の不足が叫ばれている 9。 
情報技術人材については、最近であれば AI 技術の人材が強く求められるなど、時代によって

必要とされる人材のタイプや能力が異なっていることや、情報技術の発展が急速であることが

人材需給のミスマッチの要因の一部となっていると考えられる（両角・齋藤・小林 2004）。ま

た、前述のように、社会や産業のニーズに対応する人材育成は総合的な政策課題であり、日本の

場合、複数の省庁にまたがる政策課題への対応能力が弱いこともミスマッチの要因となってい

る可能性も考えられる。より深刻であるのは、情報技術人材の不足が日本における情報技術の推

進や活用を妨げているにも関わらず、そのような人材の不足が認識されていない、という問題が

起きている可能性である。 
 ところが、高度経済成長期以降で、社会のニーズを反映して大学の人材育成システムが拡大し

た分野がある。それは保健分野であり、この分野の大学入学者数は、1992 年度の 22,561 人から

2015 年度の 68,603 人へと 3 倍になり、また、大学入学者全体に占める割合も 4.2%から 11.1%
になっている（富澤 2021）。この増加は 2016 年度には一旦止まったが、その後、再び保健分野

の大学入学者数の増加は続いており、これほどの長期にわたる一貫した増加傾向は日本の高等

教育機関の歴史を通じて他に例を見ない。このような保健分野の大学拡大は、看護専門職や保健

専門職に対する社会の強いニーズに呼応したものと考えられる。また、この拡大においては、文

部科学大臣／文部科学省による大学の設置基準の緩和が大きな影響を及ぼしたと考えられる。

ただし、大学拡大の直接的な推進力は社会や産業のニーズであり、それが実効的な影響を及ぼす

ことを妨げていた“規制”が緩和されたことにより拡大が起きたと考えられる（富澤 2021）。な

 
7 そのような高等教育機関の大幅な拡充や理工系学部の増員は、1950 年代末から 1960 年代後半までの期間に政府の

様々な計画の下で実現した。特に、文部省が 1961 年 2 月に策定した「理工系学生定員増加計画」（“理工系拡充計画”

とも呼ばれる）は、池田内閣による有名な「国民所得倍増計画」（1960 年）に連動しており、高度経済成長を支えた重

要な計画であると見なされている（伊藤 1996，小林 1996）。しかし、このような大学の人材育成システムの拡張は、

政府の政策のみによって実現したわけではない。私立大学は、政府からの財政的支援が十分に得られないなかで自主

的に理工系学部の増員を行い、“理工系拡充”への貢献は国公立大学を上回っていた。また、“理工系拡充”を後押しし

た最大の要因は、科学技術人材に対する産業界の強いニーズであったと考えられる（富澤 2021）。 
8 本稿における「日本のイノベーション・システム」は、イノベーションに関与する企業、政府、大学などと、それらの

間の相互作用を日本全体のシステムとして捉えた概念を指している。これは、イノベーション研究などで広く用いら

れている「ナショナル・イノベーション・システム」の概念を日本に適用したものである。この概念についての解説は

「SciREX コアコンテンツ」の 1.0.3 項「イノベーション・プロセスをシステムとして捉える」で述べられている（永

田 2021）。 
9 1980 年代に行われた予測の例としては乾（1989）がある。最近の例としては、2019 年 4 月 23 日に経済産業省が発表

した「IT 人材需給に関する調査」では、2030 年に人材不足と人材余剰が同時に起こるとし、AI や IoT に関わる先端

人材は 55 万人不足するが、受託開発や保守運用を担う従来型 IT 人材は 10 万人余る、との見通しがなされている。 
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お、大学の設置基準の緩和は、大学教育の質の低下という大きな負の効果を及ぼす可能性がある。

高度成長期の大学設置基準の緩和は、学生定員の“水増し”や、いわゆるマスプロ化などを招い

たことは広く知られている（伊藤 2013）。人材育成に関しては、このような量的な拡大と人材の

質の確保の両立は困難であり、人材育成に関する政策の主要な課題の一つと言える。 
 
 
3-2．研究人材の需要と供給に関わる諸問題  

 研究人材の需要と供給の問題は、日本では、問題の深刻さや歴史的な理由などにより、科学技

術政策における独立した重要テーマとなっている。今日、その問題は、研究者の就職難や若手研

究者の処遇の悪化、さらにはそれによる研究職のステイタスの低下といった形で認識される場

合が多い。また、この問題を、2010 年代に顕在化した“日本の研究力の低下”と関連付ける議

論もなされている（長根 2021）。このような問題は、大学院で育成される研究人材と研究職のポ

ストの間での需要と供給の不一致による面が強く、過去にも類似の問題は起きており、日本の大

学システムで起きやすい構造的な問題である可能性がある。この点で、この問題は、主として産

業や社会のニーズに向けて形成された人材育成システムの問題とは異なる性格を有するため、

本節を 3-1 節とは別の項目とした。 
 この問題の考察に際しては、3-1 節でも言及した 1960 年代の大学システムの急激な拡大に遡

ることが有力な手がかりとなる。この時期には、大学教員の需要が増大し、大学院による人材育

成の規模も拡大した。しかし、大学教員や公的研究機関の研究職のポストは、一旦埋まると長期

的に空かないため、次第に供給過多の状況になり、1970 年後半から 80 年代にかけては、大学

院博士課程の修了者や満期退学者が定職に就かず大学の研究室等において研究を継続するとい

った“オーバードクター”が大量に生まれる問題が起きた（長根 2021）。 
1980 年代末には、第二次ベビーブーム世代の大学進学に伴い学生定員が増え、教員採用数も

増加したためオーバードクター問題は一時下火になった。しかし、その一方で大学院の規模的な

拡大は 80 年代に一貫して進展した 10。これは、日本の産業界の強いニーズ、及び「基礎研究た

だ乗り」批判に対処するための科学研究システムの強化の必要性を背景としており 11、政府も、

大学院による研究者の養成を強化し大学院を学術研究推進の中核機関として位置づけようとい

う方向性を打ち出している 12。 
そして、1990 年代には“大学院重点化”と呼ばれる政策的枠組みの下で、更なる大学院の拡

大が進んだ。実際、大学院在学者数は 1991 年度の 98,650 人から、2000 年度には 20 万 5 千人

超へと増加し、1991 年 11 月の大学審議会答申が提示した“大学院生の倍増”という目標を上回

った。なお、大学院重点化とは、本来的には、大学の教育研究組織を、従来の学部を基礎とした

組織から大学院を中心とした組織に変更することを指すが、一般的には、そのような組織変更を

はじめとする大学院の様々な改革、及び、それに伴って起きた大学院の規模的な拡大を指す場合

が多い（小林 2004a）。 
1990 年代の大学院重点化の下での大学院生の急増、とりわけ博士課程在籍者の急増は、新た

な問題を引き起こした。博士課程修了者の主な就職先となる大学や研究機関のポストは、政府財

政の逼迫の下では増加することはなく、企業の研究開発者の採用は修士課程修了者が中心であ

るため、博士課程修了者の就職難が進んだ（水月 2007, 榎木 2010, 濱中 2013）。 
このような状況で、1990 年代半ばより「ポストドクター等一万人支援計画」が実施される。

これは、博士号取得者が研究者としての経験を積むための職である博士研究員（ポストドクター）

に関して、1 万人の支援を行うことを目指した計画であり、1996 年 7 月に閣議決定された第 1
 

10 1980 年代の大学院の拡大では、学問分野別の人数が最大である工学系の修士課程入学者数の増加が著しく、1980 年

度に比べて 1990 年度の入学者数は 1.9 倍になっている（富澤 2021）。 
11 「基礎研究ただ乗り」批判への日本全体としての対応は、“大学システム”の強化だけでなく、企業の基礎研究への取

り組みの強化や政府の政策的対応なども含んでいるため、ここでは、それを「科学研究システムの強化」と表記した。

ここでの「科学研究システム」は、日本のイノベーション・システム（脚注 8 参照）のうち、科学研究を主として担

う部分を意味する。 
12 大学院の制度改革を推進するために 1988 年に大学審議会答申「大学院制度の弾力化について」が公表され、また、

1991 年 5 月に答申「大学院の設備充実について」、同年 11 月に答申「大学院の量的整備について」が発表され、後者

では、2000 年までに大学院生を倍増させるという目標が提示された。 
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期科学技術基本計画に 2000 年度までに目標を達成することが盛り込まれた。この計画は、欧米

に比べて手薄な若年研究者の層を厚くすること、及び、若手研究者が一人前になるための“修業

期間”となる職種を充実・強化することが目的とされ、日本の研究力の強化を意図していた。し

かし、ポストドクターの支援は任期付きの雇用が主な手段であり、定常的な研究職のポストの増

加は財政的に困難であることは明白であったため、本計画の立案時においても、一時しのぎの政

策であるとの指摘もあった（榎木 2010）。また、一般社会では、大学院重点化で急速に増加した

博士課程修了者の受け皿を設けることが目的であったと受け止めている例も散見する 13。とは

いえ、一時的であっても博士課程修了者の就職難等の問題を緩和するという期待、及び、大学の

研究現場の活性化への期待などもあり、当時、この計画はどちらかといえば好意的に受け止めら

れたと考えられる（Ledford 2007, 榎木 2010）。 
この計画の下で、1996 年度には 6000 人台であった支援対象人数は増加し、1999 年度には 1

万人に達している。このように計画の目標自体は達成されたが、依然として大学や研究機関のポ

ストは増えず、民間企業の採用動向にも変化は無かったため、就職難に見舞われる博士課程修了

者の年齢が後ろ倒しになる形となり、ポストドクターの高齢化の問題も起きた。また、博士課程

修了後の将来的なキャリアの見通しを得ることが困難であることから、博士課程進学が敬遠さ

れる傾向の要因となったと考えられている。更に、日本での就職の機会が限られるため、海外へ

の頭脳流出などの問題も生んだ。 
これらは、直接的には大学や公的研究機関に向けた研究者養成の問題という面が強いが、産業

界のニーズとかけ離れた人材育成システムの拡大がなされたという点で、日本のイノベーショ

ン・システムの問題でもある（小林 2010）。 
以上のような日本の研究人材をめぐる問題や政策的課題は、他の主要先進国と比較して、強い

固有性があることを以下で指摘する。ただし、研究人材の需要と供給の不一致、特に博士号取得

者の就職難は多くの先進国で見られ、この点については日本が特殊と言うわけではない（小林 
2011）。日本の状況の固有性のひとつは、博士号取得者に対する社会のニーズの高まりが見られ

ないことである。人口当たりの博士号取得者数を比較すると、米・英・独・韓・仏のいずれの国

よりも日本の値は小さい上に、過去 10 数年に渡って日本のみが減少傾向となっている 14。人口

当たりの博士課程修了者数が日本よりも多い先進主要国、とりわけ、それが増加している国では、

イノベーションや経済成長、あるいは社会的課題の解決などに向けて高度な専門人材のニーズ

が高まるなかで、博士号取得者をはじめとする研究人材のニーズも高まっていると考えられる。

また、それらの国では大学に対する国全体の投資が増加している点でも、日本の状況とは大きく

異なっている。 
日本の固有性のもうひとつの側面は、長年に渡って人材育成が科学技術政策の最上位レベル

の重要課題とされてきたなかで、多くの場合、その議論のベースとなる“人材像”がアカデミッ

クな“研究者”の枠内に留まっており、イノベーションを担う人材といった広範な枠組みで捉え

られることがほとんど無かったことである 15。このことは、政策議論の内容やプロセスにも影響

 
13 水月（2007）は、当計画について、「ほうっておけば無職になってしまう多くの大学院博士課程修了者を、ポストドク

トラルフェローという職種を数多く作り出すことによって救済を試みたものであった。」と述べている。これには著者

の主観や主張が含まれている可能性はあるが、この記述に先立ち、1997 年から 2006 年において「ポスドク問題」を

とりあげた主要新聞等の記事 10 件を紹介しており、社会の一般的な受け止め方をある程度反映していると考えること

はできるであろう。また、『ウィキペディア（Wikipedia）』の「ポストドクター等一万人支援計画」の項では、「1994
年（平成 6 年）頃から主要なメディアにおいて、増えすぎたオーバードクターを雇用するための救済策と解説される

ようになった。」との記述がある。ここには根拠となる文献等が示されておらず、十分に検証可能な内容ではないもの

の、広く参照される媒体に掲載されているこの記述自体が、一般社会の受け止め方の典型例となっていると考えられ

る。 
14 2019 年における人口 100 万人当たりの博士号取得者数は、米国（579 人）、英国（361 人）、ドイツ（345 人）、韓国

（296 人）、フランス（167 人）であり、日本（120 人）はそれらの国を下回っている。また、その値は、2000 年以降

の約 20 年間において、米・英・韓では 2 倍以上に増加し、また独・仏はほぼ横ばいながら日本より高い水準を保って

いるのに対し、日本は 2006 年をピークに、その後は減少傾向が続いている（文部科学省科学技術・学術政策研究所 
2022）。 

15 小林（2004b）は、脚注 5 でも言及したように、「日本では科学技術者＝研究者という議論が行われる」と指摘してお

り、更に、小林（2011）は、科学技術政策における人材問題について、各国の状況と近年の日本の特徴を描出した上

で、「欧米に比べて日本では、人材政策においてイノベーションの観点があまり強調されてこなかった。そのため、欧

米諸国と日本では、人材問題に対する考え方には違いもみられる。」と述べている。また、「ここ十年くらいのあいだ
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している可能性が有り、例えば、“ポスドク問題”が顕在化した後に博士課程修了者のキャリア

パスの多様化を図る政策議論が浮上する、という日本の政策議論が辿ったプロセスは、“研究者”

がモデルであったことと関連している可能性も考えられる。 
以上に述べた日本の状況の固有性は、この問題についての国際的な比較に関する研究が極め

て少ないため、十分に分析された結果に基づいたものではなく、今後、研究が深められる必要

があるが、その手掛かりとなる調査結果を紹介する。欧州委員会と OECD は、最近、科学技術

イノベーション人材に関する各国の主要な政策上の論点についての調査結果を公表している

（European Commission and OECD 2019）。その結果を見ると、回答した 56 の国・地域の多

くが、自国のイノベーションの能力を高めるために人材を強化することを重視しているが、博

士課程学生やポスドク、キャリア初期の研究者などに関する施策、あるいは、研究職の魅力や

スタイタスの向上などを政策上の重要課題としている国・地域は全体の三分の一程度であり、

また、日本のように、それらが科学技術イノベーション政策の領域における最上位レベルの問

題となっている国は少ないことが読み取れる。 
 
 
3-3．産業界の博士人材の活用を巡る問題 

 産業界における博士号取得者の採用が進まないことについては、博士号取得者の就職難の問

題の一部として議論されることも多いが、それとは別に、産業界の高度な専門人材の活用に関す

る問題でもある。そもそも、日本では人口当たりの博士号取得者数が先進国としては少なく、し

かも、日本企業は博士号取得者を雇用するよりも、修士号取得者や学士号取得者を採用者の中核

とし、社内で必要な教育を行うという形態が長年に渡って主流となってきた。しかし、欧米を中

心とする先進国やその他の準先進国においては、今世紀に入ったころから博士号取得者の産業

界での雇用が顕著に増加しており、日本はそれと対照的な状況にある。 
 日本において博士号取得者が産業界で活躍していない問題は、しばしば、博士を育成する大学

側の問題として議論されてきた。例えば、日本の博士号取得者は自分の専門分野に閉じこもり視

野が狭い、あるいは、多様な問題に取り組む柔軟性に欠ける、といった批判である（小林 2010）。
しかし、博士号取得者を適切に処遇せず、上手く活用できない企業側にも問題があるという批判

もある 16。特に、長年に渡って日本企業で主流であった終身雇用や年功序列に基づく人事システ

ムは博士号取得者の雇用に適していないという見解があり、今後は、ジョブ型雇用の浸透が博士

号取得者の雇用を促進する可能性が考えられる（経済産業省／株式会社富士通総研 2021，経済

産業省／有限責任監査法人トーマツ 2022）。なお、より本質的な問題は、マクロレベルで見て、

社会や産業の人材ニーズと大学の人材育成機能の間に適切な相互作用が働いていないことであ

るという見方もできるであろう（小林 2004b，経済産業省 2022）。 
 
 
3-4．科学技術人材の流動性、高度人材の国際移動、“人材獲得競争” 

科学技術人材は、科学技術に関する知識・経験・熟練を体化した“人的資本”であり、その移

動は、イノベーションと密接に関係していることを多くの論者が指摘あるいは主張している

（OECD 2001a, OECD 2001b, Pogue 2007）。ここでの移動とは、組織内の移動、組織間の移

動、国内の部門間の移動、更には国際的な移動など様々なものが考えられる。科学技術人材の移

動がイノベーションを促進する理由としては、人材の移動により異なる知識の結合や知識の活

用面での進展が起きることなどが考えられるが、そのメカニズムや促進効果の定量的な把握は

困難であり、明確な実証的根拠があるわけではない。なお、日本については、終身雇用が主流で

あるため、労働者一般の労働流動性が極めて低く、その一部である科学技術人材、さらには大学

 
に、イノベーション指向の人材施策を重視する欧米各国と、人材政策に関してそのような観点からの包括的議論がな

い日本とのあいだで、政策的な論点やその考え方に大きい違いが生じてきたことは確かであろう。」と指摘している。 
16 濱中（2013）は、大学院修了者の就職難について、大学院の教育内容が原因であるという「大学院原因説」が“通説

とも言える”とした上で、大学院修了者や企業の人事担当者のインタビュー調査データの分析に基づき、「『企業原因

説』を唱えることもできる」と述べている。 
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や公的研究機関に所属する研究人材の流動性も低い。そのため、科学技術基本計画をはじめとす

る政府の政策文書でも、人材流動性の促進は重要課題として言及されることが多い。 
このような人材の流動のうち、国際的な流動は、科学技術イノベーション政策の重要テーマと

して世界的に盛んに議論されており 17、また、科学技術イノベーション政策研究においても盛ん

に分析が行われている。その背景には、冷戦終結後のグローバリゼーションの急速な進展があり、

また、世界の一部で、博士号取得者などの高度な専門性や先端的な知識を有する人材の獲得競争

とも言える状況が起きているとの見解が影響している（村上 2008）。なお、このような議論の対

象となる人材は、2-2(4)でも触れたように、世界的に「高度人材」（highly-skilled）と呼ばれる

ことが多い（OECD 2001b）。 
日本においても、外国からの高度人材の受入れを促進するため、「高度専門職」の在留資格を

設け、出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度が2012年より導入されている。この制度では、

高度外国人材の活動内容を「高度学術研究活動」、「高度専門・技術活動」、「高度経営・管理活動」

の３つに分類し、それぞれの特性に応じて学歴や職歴、年収などを点数化して「高度専門職」の

在留資格の判断基準とする「高度人材ポイント制」が導入されている。 
また、出入国管理及び難民認定法では、「特定活動」在留資格として、①特定研究活動（研究

機関の施設で特定の分野に関する研究、研究の指導及び教育をする活動）、②特定情報処理活動

（自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に関わる業務に従事す

る活動）、③特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動（①または②で滞在する外

国人の扶養を受ける配偶者又は子が日本で行う活動）、の 3 種類が規定されている。 
 
 
3-5人材に関連するその他の政策的議論 

ここまでに述べた政策的課題においては、大学などの高等教育機関や高等教育に関する議論

が多かったが、科学技術イノベーション人材の育成に関する政策では、高等教育だけでなく初等

中等教育も対象に含まれてくる。これは世界の多くの国で見られることであり、科学技術イノベ

ーション人材の育成が経済成長や競争力の強化につながることや、そのためには早期の段階か

らの科学技術関連の教育が重要である、という認識が背景にあると考えられる。日本においても

古くから、初等中等教育を科学技術イノベーション人材の育成に関連付けた政策は実施されて

いるが、その傾向は更に強くなっている 18。最近では、初等中等教育において、2-2(4)で言及し

た「STEM」に芸術、文化、生活、経済、法律、政治、倫理等を含めた広い範囲を指す語である

「Art」の頭文字を加えた「STEAM」（Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics）
の語を用いた「STEAM 教育の推進」などが実施されており、また、第 6 期科学技術・イノベー

ション計画（2021～2025 年）に「STEAM 教育の推進」に関する記述が盛り込まれるなど、こ

の語が、科学技術・イノベーション政策の政策的議論でも用いられるようになっている。 
また、最近、科学技術イノベーション政策の議論のなかで用いられることが増えてきている語

として、「リカレント教育」を挙げることができる 19。「リカレント教育」は、「生涯学習」と類

似の概念であるが、後者に比べて、より仕事に活かすための知識やスキルを学ぶという性格が強

い 20。「リカレント教育」が科学技術イノベーション政策の文脈でとりあげられるようになって

 
17 欧州委員会と OECD による調査によると、OECD 加盟国や欧州連合加盟国において、研究とイノベーションのため

の人的資源に関する政策的な議論のなかで、最も頻繁に取り上げられるテーマは「人材の国際移動」とのことである

（European Commission and OECD 2021）。 
18 第 1 期科学技術基本計画（1996～2000 年）より第 6 期科学技術・イノベーション計画（2021～2025 年）までの全て

の基本計画に、「初等中等教育」に関する政策についての記述がある。また、これらの基本計画における「初等中等教

育」の語の使用頻度は、新しい計画ほど増える傾向がある。（科学技術・学術政策研究所が公開している「科学技術基

本政策文書検索」<https://www.nistep.go.jp/research-scisip-whitepaper-search>を用いた集計結果による。） 
19 第 6 期科学技術・イノベーション計画では、「リカレント教育」の語が 6 箇所で用いられている。 
20 政府広報オンライン（令和 3 年（2021 年）8 月 20 日）では、「リカレント教育」と「生涯学習」について、「どちら

も『学ぶ』という点では同じですが、学ぶ目的が異なります。リカレント教育は、仕事に生かすための知識やスキルを

学びます。（中略）一方、生涯学習は、生涯にわたり行うあらゆる学習で、学校教育や社会教育、さらには文化活動、

スポーツ活動、ボランティア活動や趣味など仕事に無関係なことや『生きがい』に通じる内容も学習の対象に含まれ

ます。」と説明している。 



SciREXコアコンテンツ 

1.4 科学技術イノベーション人材 

12 
 

きた背景には、科学技術の進展や変化が著しくなり、専門知識の陳腐化も速くなっており、既に

社会で活動している専門人材の専門知識やスキルのアップデートが必要になっている状況があ

ると考えられる 21。また、高等教育機関で専門的な科学技術知識を学んだ卒業者・修了者が社会

で活躍する、という従来型の科学技術人材育成のモデルでは対応が困難となってきており、人材

育成システム自体の強化の意味もあると捉えることもできるであろう。更には、様々な分野の技

術者が最新の情報技術を学ぶことによりイノベーションにつながる、といったことが、このよう

な教育に期待されている。 
以上とは性格が異なるが、人材の多様性（ダイバーシティ）の推進は、科学技術イノベーショ

ン政策において、近年、急速に重視されるようになってきている。元々、日本では社会政策や労

働政策において女性の雇用促進や社会参画の推進などが掲げられてきたが、「男女雇用機会均等

法（通称）」の施行（1985 年）や「男女共同参画社会基本法」の施行（1999 年）を節目に、科

学技術イノベーション政策の領域でも「女性研究者の活躍促進」などが掲げられることが次第に

増えていた。しかし、科学技術イノベーション人材の強化という観点で、女性研究者の量的拡充

などの政策が掲げられるようになったのは、より最近のことである。例えば、第 3 期科学技術基

本計画（2006～2010 年）において、大学や公的研究機関等での女性研究者の採用割合に関して、

自然科学系全体で２５％という数値目標が掲げられた。そして最近は、人材の多様性を広げるこ

とがイノベーションにつながるという世界的にも一般的になっている考え方のもとで、女性や

外国人の雇用促進や活躍促進等が重要な政策課題となり、第６期科学技術・イノベーション計画

でも人材の“ダイバーシティ”というキーワードが用いられている。 
 
 
References 

European Commission and OECD (2019), “2019 EC-OECD STIP Survey: Human resources 
for research and innovation policy area”, STIP COMPASS 
https://stiplab.github.io/R2r/main.html 

European Commission and OECD (2021), “2021 EC-OECD STIP Survey: Human resources 
for research and innovation policy area”, STIP COMPASS 
https://stiplab.github.io/R3r/main.html 

OECD/Eurostat (1995), Manual on the Measurement of Human Resources Devoted to S&T: 
Canberra Manual, OECD Publishing, Paris. 

OECD (2001a), Innovative People: Mobility of Skilled Personnel in National Innovation 
Systems, OECD Publishing, Paris. 

OECD (2001b), International Mobility of the Highly Skilled, OECD Publishing, Paris. 

OECD (2015), Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on 
Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, 
Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris. 

Pogue, Thomas E (2007), Mobility of Human Resources and Systems of Innovation:  
A Review of Literature, HSRC Press, South Africa 

Ledford, Heidi (2007), “Scientists to spare”, Nature, Vol.449, pp.1084–1085. 
（日本語版：「過剰気味なポスドクの進む道」，『Nature ダイジェスト』，Vol.5, No.2, 20
08.  
https://storage.googleapis.com/natureasia-assets/ja-jp/ndigest/pdf/v5/n2/ndigest.2008.0
80209.pdf） 

 
21 両角・齋藤・小林（2004）は、情報系人材の求人情報や資格の経年変化を分析して、専門知識やスキルの陳腐化の状

況を示している。また、人材に関する分析ではないが科学技術知識の陳腐化率を特許データによって測定した研究と

しては中西・山田（2010）などがあり、また同論文の参考文献には、英語文献も含め、代表的な測定例が示されてい

る。 



SciREXコアコンテンツ 

1.4 科学技術イノベーション人材 

13 
 

綾部広則（2018），「日本の科学技術系人材育成政策(1990-2017) 」，『連合総研レポート』（特集 
科学技術立国日本を支える若手研究者育成に向けて : 現状と課題），(335) 4-7, 公益財団

法人連合総合生活開発研究所 

安西祐一郎（2022），「革新者排出する博士課程支援を」，『産経新聞』（正論），2022 年 3 月 28
日，株式会社産業経済新聞社 

伊藤彰浩（1996），「高等教育大拡張期の政策展開」，天野郁夫・吉本圭一編『学習社会における

マス高等教育の構造と機能に関する研究』（放送教育開発センター研究報告 91），放送教育

開発センター 

伊藤彰浩（2013），「高度成長期と技術者養成教育－高等教育機関をめぐって」，『日本労働研究

雑誌』，634, 独立行政法人労働政策研究・研修機構 

乾侑（1989），「2000 年における情報技術者の需給予測」，文部省編，『文部時報』，ぎょうせい 

榎木英介（2010），『博士漂流時代 ― 「余った博士」はどうなるか？』，株式会社ディスカヴァ

ー・トゥエンティワン 

経済産業省（2022），「未来人材ビジョン」 

経済産業省／株式会社富士通総研（2021），「産業界と大学におけるイノベーション人材の循環

育成に向けた方策に関する調査報告書」，令和２年度産業技術調査事業，経済産業省 

経済産業省／有限責任監査法人トーマツ（2022），「産業界における博士人材の活躍実態調査報

告書」，令和３年度産業技術調査事業，経済産業省 

佐藤信（2011），『60 年代のリアル』，ミネルヴァ書房 

佐和隆光（1984），『高度成長 ― 「理念」と政策の同時代史』，日本放送出版協会 

小林信一（1996），「理工系ブームと技術者養成」，『研究報告』，91，放送教育開発センター 

小林信一（2001），「知識社会の大学 ― 教育・研究・組織の変容 －」，『高等教育研究』，第 4 集，

日本高等教育学会 

小林信一（2004a），「大学院重点化政策の功罪」，江原武一，馬越徹，『大学院の改革』，講座：21
世紀の大学・高等教育を考える，第 4 巻，東信堂 

小林信一（2004b），「若手研究者の養成－当たらない予言」，『高等教育紀要』，第 19 号，高等教

育研究所，（再掲：阿曽沼明裕（編），『大学と学問 ― 知の共同体の変貌』，リーディング

ス日本の高等教育５, 玉川大学出版部，2010） 

小林信一（2010），「プロフェッショナルとしての博士 ― 博士人材の初期キャリアの現状と課

題」，『日本労働研究雑誌』，594, 独立行政法人労働政策研究・研修機構 

小林信一（2011），「科学技術政策における人材問題」，『科学技術政策の国際的な動向［本編］』，

科学技術に関する調査プロジェクト調査報告書，調査資料 2010-3, 国立国会図書館調査及

び立法考査局 

富澤宏之（2021），「大学の科学技術人材育成システムの展開と社会・産業ニーズへの呼応」，『研

究 技術 計画』，Vol. 36, No. 3, 研究・イノベーション学会 

富澤宏之・長根(齋藤)裕美・安田聡子（2021），「高度人材の需要と政策および大学」，鈴木潤・

安田聡子・後藤晃（編），『変貌する日本のイノベーション・システム』，第 5 章，有斐閣 

永田晃也（2021），「イノベーション・プロセスをシステムとして捉える」，『科学技術イノベーシ

ョン政策の科学（SciREX）コアコンテンツ』（1.0.3），政策研究大学院大学科学技術イノベ

ーション政策研究センター 
https://scirex-core.grips.ac.jp/ 



SciREXコアコンテンツ 

1.4 科学技術イノベーション人材 

14 
 

 

中西泰夫・山田節夫（2010），「特許の価値と陳腐化率」，『社会科学研究』，61(2), 東京大学社会

科学研究所 

長根(齋藤)裕美（2021），「研究者養成システムの変遷と研究システムへの影響」，『研究 技術 計
画』，Vol. 36, No. 3, 研究・イノベーション学会 

濱中淳子（2013），「拡大する大学院と就職難民問題」，広田照幸・吉田文・小林傳司・上山隆大・

濱中淳子，『大衆化する大学』，第 4 章，岩波書店 

水月昭道（2007），『高学歴ワーキングプア ― 「フリーター生産工場」としての大学院』，光文

社 

村上由紀子（2008），「日本の頭脳流出－在米日本人研究者に関する分析から」，『日本労働研究

雑誌』，577, 独立行政法人労働政策研究・研修機構 

両角亜希子・齋藤芳子・小林信一（2004），「知識社会における大学教育と職業 ― 情報系人材の

知識・スキル変化を題材として ―」，『大学論集』，第 34 集，広島大学高等教育研究開発

センター，（再掲：塚原修一（編），『高等教育』，リーディングス日本の教育と社会 12，日

本図書センター, 2009 年） 

文部科学省科学技術・学術政策研究所（2022），『科学技術指標 2022』，調査資料-318 

矢野眞和（2001），「大学・知識・市場」，『高等教育研究』，第 4 集，日本高等教育学会 

 
 
 
 
4. 関連データ・ソース 

科学技術人材 

日本では、キャンベラ・マニュアルに基づく全般的な統計データの収集は行われていないが、

基本的な教育統計である「学校基本調査」（文部科学省）において、大学の卒業生数について、

学部別の内訳や就職先の組織種類別の内訳が毎年、調査されている。これは、キャンベラ・マニ

ュアルにおいて HRST に新たに加わる人材とされている「HRST インフロー」に相当する。 
・https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/main_b8.htm 
 
また、「国勢調査（人口統計調査）」において、「科学研究者」と「技術者」の総数が調査され

ている。ただし、国際的な定義に基づくものではない。またここでの「科学研究者」の定義と 2-
2(2)で述べた「研究者」の定義はかなり違いがある。 
・https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/index.html 

 
 
研究開発人材 

日本の基本的な研究開発統計である総務省統計局の「科学技術研究調査」により、各部門（産

業、高等教育、政府、民間非営利）の研究開発人材のデータが毎年、収集されている。これは、

基本的にフラスカティ・マニュアルに準拠したものである。 
・https://www.stat.go.jp/data/kagaku/index.html 
 
また、高等教育機関に所属する研究者（大学教員と大学院生）については、上記に加えて、「学

校基本調査」（文部科学省）によって毎年、詳しいデータが作成されている。さらに、大学教員

については 3 年ごとに「学校教員統計調査」が実施されている。 
・https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/main_b8.htm 
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博士人材 

文部科学省科学技術・学術政策研究所（NISTEP）は、博士課程修了者の社会での活躍状況の

調査のための「博士人材データベース（JGRAD）」の整備を進めている。これは、当事業に参加

している 52 大学（2022 年 4 月現在）が、博士課程在籍者の初期登録情報を NISTEP に提供し、

初期登録後は登録者が博士課程修了後のキャリア情報等を継時的に JGRAD に入力する仕組み

となっている。 
・https://jgrad.nistep.go.jp/about/about_jgrad.html 
 
これと並行して、NISTEP は、大学院博士課程修了者を対象とした「博士人材追跡調査

（JDPRO）」を実施している。 
・https://www.nistep.go.jp/jdpro/ 
 

 
科学技術人材の国際移動 

科学技術人材の国外への流出、国内への流入については、国際的な基準に沿ったものでないが、

下記のデータ源がある。 
法務省出入国在留管理庁の「出入国管理統計」では、入国外国人と出国外国人について、在留

資格別及び国籍・地域別の人数が調査されており、3-4 で述べた「高度専門職」などの入国外国

人と出国外国人の人数のデータが入手できる。また、法務省出入国在留管理庁の「在留外国人統

計」では、在留資格（在留目的）別の在留外国人についての統計データが作成されており、在留

目的が「研究」である在留外国人や、3-3 で述べた「高度専門職」などの在留外国人の人数のデ

ータが入手できる。 
・https://www.moj.go.jp/isa/policies/statistics/index.html 
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