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研究成果の概要（和文）： 

従来の社会科学研究では殆ど活用されて来なかったバイオ・医薬品や半導体等のサイエンス型
産業の研究開発プロジェクトや、それらの実行に必須のコンソーシアムに関連した詳細な個票
データ収集や包括的な実地調査を国内外の産官学の組織と協力して実施し、イノベーション・
プロセスの諸特徴や問題点を明らかにした。また、研究開発活動の成果を高めるために不可欠
な政策や戦略を検討するための斬新な理論的・実証的枠組みを提供した。 
 
研究成果の概要（英文）： 
Collaborating with world-wide industrial, governmental and academic organizations, the 
research conducted the unique questionnaire surveys of R&D projects and consortia in 
science-based industries together with large number of the related intensive and 
cross-bordering fieldworks about them, and clarified the essential characteristics 
and/or weakness of innovation processes of those industries in Japan. It also provided 
the novel theoretical and empirical frameworks/methodologies for investigating the 
relevant polices and strategies to enhance the performance of those R&D activities. 
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                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 

2008 年度 24,200,000 7,260,000 31,460,000 

2009 年度 23,200,000 6,960,000 30,160,000 

2010 年度 21,400,000 6,420,000 27,820,000 

2011 年度 21,400,000 6,420,000 27,820,000 

   2012 年度 19,000,000 5,700,000 24,700,000 

総 計 109,200,000 32,760,000 141,960,000 

 

 

研究分野：応用経済学・産業経済学 

科研費の分科・細目：経済学・応用経済学 

キーワード：産学官連繋、サイエンス型産業、イノベーション、プロジェクト、バイオ・医薬

品産業、半導体産業、スタートアップ、R&D コンソーシアム 

 
１． 研究開始当初の背景 
本研究は、イノベーションの中核的な要素で
ある知識の創造・融合・活用のプロセスを既
存研究が殆ど扱ってこなかった研究開発
（R&D)プロジェクト・レベルのデータやプロ

ジェクト内部に立ち入った実地調査によっ
て明らかにしている。より具体的には、既存
研究の限界を越えるため、国内外の産学官の
諸機関と協力して各種プロジェクトやそれ
らを包摂するコンソーシアム等に関連した
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データを収集すると共に徹底した個別実地
調査を実施して、日本のイノベーション・プ
ロセスの諸特徴や問題点を明確化する必要
があった。また、研究に際しては、R&D 活動
の成果を高めるために不可欠な政策や戦略
について検討するための新たな理論的・実証
的枠組みの構築や、そのための方法論開発が
不可欠であった。 
 
２．研究の目的 
幅広い技術分野にまたがった一般的なイノ
ベーション・プロセスと半導体・バイオ・医
薬品等のサイエンス型産業に焦点を合わせ
た高解像でのイノベーション・プロセスとの
研究を組み合わせて行い、そのために以下の
ような研究目標が設定された。 
(1)知識融合、知識生産、知識の商業化過程
の研究：オリジナルなサーベイ等を実施して、
その全体像を把握し、成果の規定要因を解明。 
(2)半導体産業のイノベーションにおける競
争・協調過程の研究：①R&D 活動における世
界規模での競争・協調状況の解明、②その中
での日本勢の R&D 活動特性の明確化、③広範
囲な関連要素技術の予測と微細化実現に不
可欠なそれらの同期化を実現するための世
界半導体技術ロードマップ（ITRS)の役割や、
コンソーシアムを中核とした世界規模でイ
ノベーション・プロセスの諸特徴の明確化。 
(3)バイオ分野のイノベーションの垂直的分
業構造の研究： 世界的な視野でバイオ分野
の垂直分業構造を分析し、日本の製薬企業と
ハイテクスタートアップの課題解明。  
 
３．研究の方法 
(1)バイオインダストリー協会、日本製薬工
業協会医薬品産業政策研究所などの産業団
体、NEDO（新エネルギー・産業技術総合開発
機構）、NISTEP（科学技術政策研究所（文科
省））など政府の R&D支援機関の協力を得て、
通常では入手の難しい研究開発プロジェク
ト・レベルの豊富な既存及び新規のマイクロ
データを収集・分析した。 
(2)半導体産業に関しては、産学官連繋状況
を明らかにするため、半導体ロードマップ委
員会、東芝･ニコン・日本電子等の半導体チ
ップ・装置メーカー、IMEC･SEMATECH･STARC
等の国内外 R&Dコンソーシアムの協力を得て、
産学官の R&D拠点や個別企業への数多くの詳
細な実地調査を実施。また、ITRS 研究会を主
催し、約 3年間半導体先端プロセス技術に精
通した産学官のプロ（約 8名）と実地調査や
独自に考案されたネットワーク分析の妥当
性に関して討議を積み重ねた。 
(3)以上の計量分析と事例分析を併用し、R&D
環境の複雑性への対応、知識融合と知識移転
のメカニズム、共同研究など外部連携効果、
R&D 競争のメカニズムなどに注目、日本のイ

ノベーション過程の構造的特徴や問題点の
明確化、R&D 活動の成果改善のための政策や
戦略のあり方に関する分析を試みた。 
 
４．研究成果 
(1) 知識融合、知識生産、知識の商業化過程
の研究  
①NEDO プロジェクト：NEDO 及び科学技術政
策研究所と共同で、それぞれ研究コンソーシ
アムと産学連携研究について独自のアンケ
ート調査と聞き取り調査を実施した。また、
NEDO 評価部の協力を得て、2001～2009 年度
終了の R&D プロジェクト 239 件対象のアンケ
ート調査を実施した。延べ 3001 機関、内企
業 1669 社と大学 854、140 プロジェクトに関
する 270 社から回答を得た。 
特許及び報告書を活用した分析から下記の
重要な知見が得られた。(A)シーズの新規性
の重要性：シーズの新規性について、｢十分
認知されている｣、｢認知され始めている｣、
｢まだ認知されていない｣及び｢存在そのもの
が知られていない｣と特徴付けをした。計量
分析結果では、｢まだ認知されていない｣もの
が最も上市・製品化の確率が高い。また、認
知されているものと比較して｢当初の予想を
超えた技術成果｣ももたらしやすい。産学連
携はプロジェクト成果を高める傾向にあり、
政府支援プロジェクトが、コンセンサスより
独自性を重視すべきことを示唆している。
(B)プロジェクトの参加企業数と成果：R&D 開
始時点で技術開発に取り組んでいた国内機
関数は平均で約 6.6 機関、中央値で４機関、
その内 NEDO プロジェクトに参加していた機
関数は各々4.1 機関、3 機関であり、かなり
の数の企業が参加をしている。全体の 4割が”
ALL JAPAN”形式。他方、プロジェクトへの
参加企業数が増えると成果への負効果はな
いが事業化確率を下げる傾向にある。(C）集
中研の重要性と今後の課題：集中研に参加し
ていた企業が全体の約 6割であり、集中研の
重要性を示唆。ただし、集中研形式の約半分
では、単独開発研究実施。統計分析によれば、
連繋が重要な産学官プロジェクトと水平連
携プロジェクトの場合に、集中研形式の選択
可能性が大きい。但し、この結果は集中研が
本来の機能を十分に果たしていないことも
示唆。 
②NISTEP プロジェクト：産学連携研究プロジ
ェクトに従事した国立大学及び企業の共同
発明者を対象として知識創出とイノベーシ
ョンの全体像を把握する日本ではじめての
大規模の質問表調査を行った。2004～07 年度
の出願特許と産学の共発明者が存在する特
許が対象、大学研究者 743 名、企業研究者 704
名から回答有り (大学と企業の回収率は
各々24％と 26％)以下の知見を得た。(A)産学
連携へのニーズとシーズの源泉：産学連携プ



ロジェクト研究の最も重要なシーズの源泉
の約 75%は大学にあるが、企業も 15%を提供。
他方、プロジェクトの最も重要なニーズの 6
割強は特定の企業発だが、大学にも 13%あり、
大学がユーザーとして産学連携研究を行っ
ている場合も重要。（B）産学連携プロジェク
トで利用されている研究資源の多様性：延べ
出願人数を分母にすると、その 71%の組織が
人材を、45%の組織が資金を、53%の組織が設
備・リサーチツールを、47%の組織が研究資
料を提供している。学生の参加も多く、プロ
ジェクト平均で 2.6 名の学生が参加。(C)知
識融合の効果へのマッチング過程からの示
唆：イノベーションは知識の組み合わせであ
り、しかも知識の相乗効果を実現することで
最もその価値が高まるので、良いシーズは良
いニーズにマッチングされることが予想さ
れる。本プロジェクトで収集したサンプルの
分析はこうした知識融合のモデルを支持す
る結果を与えている。第一に、プロジェクト
に重要なシーズはプロジェクトに重要なニ
ーズとマッチングされる。第二に、重要なシ
ーズあるいはニーズを持っている者は、パー
トナーの選択基準として、「研究能力」及び
「パートナーの技術分野と研究テーマの合
致」をより重視している。第三に、シーズが
論文化・特許化されている場合にも、このよ
うな効率的な選択基準が採用されている。 
(2)半導体産業関連の主な成果は、中馬（代
表者）と産業界の半導体関連科学者・エンジ
ニアである龜山（元ニコン）・東川（東芝）、
中屋（STARC＝半導体理工学センター・元ル
ネサス）による６つの論文から成っている。
①中馬による主論文の 1つは、トランジスタ
のオン・オフに不可欠なゲート絶縁膜の構造
を半世紀ぶりに変化させた High-k/Metal 
Gate(HKMG)と呼ばれる先端プロセス技術
（2008 年に Intel がはじめて商用化に成功）
に注目している。注目の理由は、このレベル
の高難度のイノベーションには、もはや
Intel を含む世界中のチップ・装置・材料メ
ーカーのみならず世界中の大学・研究機関・
政府が一丸となった産学官間連繋活動が不
可欠になっていることによる。しかも、イノ
ベーションに不可欠な各種の要素技術に関
する R&D 活動を世界規模で同期させるため、
前述した ITRS の役割が急増した。そして、
このような世界規模の R&Dネットワークの中
で、IMEC や SEMATECH 等の R&D コンソーシア
ムが英知結集の場として格段に重要性を増
してきた。このような意味で、HKMG のような
高難度なイノベーションに不可欠な産学官
連繋の幅と深さは、「イノベーション・プロ
セスに関する産学官連携」の極致に達してい
る。このような状況を勘案し、研究推進に際
しては、IMEC や SEMATECH 等の中核コンソー
シアムや大学・研究機関ならびに内外のチッ

プ・装置・材料メーカーへの実地調査を本研
究期間にわたって数多く実施した。このよう
な幅と深さをもった実地調査は、国内外の経
済・経営学研究では例を見ない。さらに、上
記の世界規模の R&Dネットワーク特性（特に、
格段に重要性を増した IMEC や SEMATECH を中
核とした R&Dコンソーシアムや同コンソーシ
アムと分かち難く結びつく韓国勢や台湾勢
の R&D 活動）やその中での日本勢の特徴（特
に研究局面から開発局面への相変化時点で
あった 2000 年前後から顕著化した日本勢中
心の R&Dコンソーシアム(SELETE-MIRAI)を核
とした日本勢が世界 RNDネットワークシステ
ム内で離れ小島化し国内でも孤立分散化）を
ハードイビデンスによって一目瞭然化する
ために、HKMG 関連の 5万件を遙かに超える学
術論文・特許の共著・共発明情報と前述の実
地調査に基づく独自のネットワーク分析を
考案・実施した。分析に際しては、当該分野
のプロの批判にも十分に耐えるレベルを確
保するため、前述した ITRS 研究会で分析結
果を討議したり、業界のプロ達が集まるコン
ファレンスや研究会等で数多くの発表機会
を繰り返した。特に、このような分析では、
専門知識を駆使した検索式作りが重要であ
るが、この部分でも ITRS 研究会メンバーや
旧知のプロセスエンジニア達の協力を得た。
このようなプロの批判にも耐える文理融合
型の研究は、経済学や経営学の領域では、国
内外を含めて極めて希な試みであり、さらに
独自考案のネットワーク分析は、今後この分
野に数多く普及していくと考えられる。実際、
この分析は東京エレクトロンとの 2年間にわ
たる共同研究に結びつき、さらに国内の装
置・材料メーカーからの共同研究の打診も数
件来ている。また、ITRS 研究会を継続できた
大きな理由の 1つも、この分野のプロ達に先
端プロセス技術のイノベーション発現の臨
場感を Google-Earth 的なズームイン・ズー
ムアウト方式によって伝達可能なためだと
考えられる。②ニコン出身の龜山雅臣氏と東
芝の東川巌氏は、共に半導体回路原盤をウェ
ーハ上に刻み込む半導体露光装置及び露光
プロセスの専門家であり、1990 代末期発足の
ITRS 活動にも長らく関わってきた。この両氏
による３論文は、高度化する最先端の半導体
露光プロセス技術の選択肢が Intelに主導さ
れてきた ITRS 活動の中でどのように取捨選
択されてきたかについて、同分野のプロでな
ければ取り扱えない公開資料と描写解像度
を保ちつつ分析されている希有な文理融合
の試みである。③上記の半導体露光装置は、
2000 年頃を境にしてそれ以前のニコン・キヤ
ノンに代表される日本勢の圧倒的な競争力
が急速に衰えた象徴的な装置でもある。他方、
半導体用検査装置である CD-SEM（測長用走査
電子顕微鏡）では、現在でも日立製が世界市



場の 80％を占めている。もう一つの中馬によ
る CD-SEM に関する研究は、長期（3年弱）に
わたる国内外の約 30 名の技術者・科学者に
対する実地調査、前述のネットワーク分析や
歴史分析を用いて“究極の自前技術”を多数
保有する日立タイプの企業が、科学技術やマ
ーケットの急速な複雑化・多様化・グローバ
ル化の波の中で、どのようにして本来の強み
を長年発揮・維持してきたかを明らかにして
いる。また、この CD-SEM の研究の場合も、
プロの批判にも十分に耐える文理融合型研
究にするため、日立側のプロ達や日本電子で
長年電子顕微鏡の設計に携わってきた津野
勝重氏との討議を長期間にわたって繰り返
す形で実施された。その結果、①の HKMG 関
連研究と同じく、経済学や経営学の領域では、
国内外を含めて極めて希な試みとなってい
る。④以上の半導体関連研究は、いずれもプ
ロセス（もの造り）技術に関するものである
が、半導体産業における日本勢の急速な競争
力低下は、設計分野でも顕著である。中屋氏
の論文は、この設計分野における日本勢の弱
みの発現時期・状況（2000 年を境にした携帯
やスマホ用の System-on-a- Chip(SoC)での
劣後状況）を過去約 30 年間の公開データを
用いて跡づけたものである。このような形の
公開データに基づく状況描写は、半導体設計
のプロである中屋雅夫氏であるからこそ可
能となったものであり、その意味でも貴重な
試みである。本研究に関しては、中屋氏と中
馬との長年にわたる討議の成果も随所に反
映されている。なお、中屋氏との設計ソフト
メーカーや国内外の設計技術者への聞き取
り調査中心の共同研究は現在も継続中であ
り、日本勢の競争力低下の根本理由を探求中
である。⑤以上の半導体関連研究は、過去の
研究をも統合する形で本年度内に岩波書店
から研究書として出版予定である。 
(3) バイオ分野のイノベーションの垂直的
分業構造の研究 
日米欧の主要製薬企業のアライアンス構造
の比較分析のため、日本製薬工業会の医薬産
業政策研究所と共同で日本のバイオスター
トアップ企業調査を実施、その参入と成長過
程を研究した。①製薬企業とバイオベンチャ
ーとのアライアンス－の比較分析：日米欧製
薬企業のドラッグパイプラインを調べたと
ころ、2009 年時点の日米欧各主要企業 10 社
の開発品目の 40-50%が他社起源、内 75-90%
が創薬ベンチャー起源であると判明。日本の
製薬企業の特徴は、欧米企業と比べアライア
ンス強化の遅れから開発医薬品のストック
ベースでバイオ医薬比重が低いこと、リスク
の大きい前臨床や先端分野でのアライアン
ス割合が小さいことである。遅れの原因とし
て、日本の製薬企業によるバイオ分野の研究
強化の遅れ、同分野の吸収能力の強化の遅れ

に加え、アライアンスに重要な地理的近接性
の問題の影響が明らかになった。②日本のバ
イオベンチャーの参入と成長：日本のバイオ
スタートアップの調査から、約半数が大学や
公的研究機関のコア技術として誕生、経営者
の約 4割が博士号を取得、経営者の約 2割が
大学等の出身であり、サイエンス駆動型の企
業割合が高い。他方、参入企業数自体が少な
く、順調に成長している状況ではない。サイ
エンス駆動型スタートアップの成長には、シ
ーズとそれを補完する能力・資産との最適な
組み合わせを広く探索可能なシステムが重
要であり、このような状況を両者のマッチン
グ問題としてモデル化し、起業家市場の良否
がスタートアップの成功確率を高めるとの
成果を全米経済学会で報告した。  
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