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氏名 職名 所属

申請者(リーダー): 隅藏康一 准教授 GRIPS

リサーチ・プロジェクト名:
(和文)
(英文)

期間:
2014/4/1 から 2015/3/31 1年間

研究組織:
氏名 職名 所属機関・部局名 摘要(変更等を記入)

リーダー 隅藏康一 准教授 政策研究大学院大学

分担者1 齋藤裕美 准教授 千葉大学、政策研究大学院大学、科学技術・学術政策研究所 GRIPS客員研究員

分担者2 永野博 非常勤講師 GRIPS

分担者3 伊藤裕子 准教授 政策研究大学院大学、科学技術・学術政策研究所

分担者4 竹代明日香 客員研究員 政策研究大学院大学

リサーチ・プロジェクトの目的

研究成果の概要(800字以内):

研究成果:
別紙((成果報告書(研究成果一覧))に記入

その他、研究成果として特記すべき事項:
　本プロジェクトの研究テーマ、その中でもとりわけ上記（２）の「研究開発・イノベーションに関して製薬・バイオと他の業種との比較を行う」ことに関連して、本プロジェクトのメンバーは、2014年10
月にオーストリアのグラーツで行われた国際会議「3rd Dialogue for Global Innovation on Urban Mobility, Smart Energy and Healthcare focused at Risk Management of Advanced Science &
Technology」に企画段階から中核的に参画した。隅藏と齋藤が同会議でプレゼンテーションを行い、国内外の産学両セクターの専門家との意見交換を行った。それにより、本リサーチ・プロジェ
クトの推進に資する成果をあげることができた。

Project on Evidence-based Life Innovation Policy
エビデンスに基づいたライフ・イノベーション政策の構築プロジェクト

　隅蔵・齋藤の調査研究により、ライフ・イノベーションを創出するためのシステムを対象として、以下のような成果が得られた。（１）前年度までの定量分析やそれに関連するインタビュー調査の
成果をとりまとめて、「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」（隅藏・齋藤）ならびに「医療のためのイ
ノベーション政策の構築に向けて―科学技術政策と医療政策の整合性をめぐる諸課題」（齋藤）の2論文を完成させた。（２）前年度までに構築された産学共同研究や医薬品開発に関するデー
タセットを用いて、研究開発・イノベーションに関して製薬・バイオと他の業種との比較を行うことにより、ライフ・イノベーションの特徴の明確化を試みた。そこから派生して、比較対象であった情
報通信産業や自動車産業における産学共同研究やそれに基づくイノベーション創出の実態にもアプローチすることができた。（３）市場に出された医薬品ならびに開発中の医薬品シーズの
データを用いて、新規医薬品創出への大学基礎研究の貢献の可視化をするための分析を新たに行った。（４）バイオベンチャーに着目して、大学との連携が当該企業にどのようなインパクトを
もつかを分析した。
　伊藤・永野は、前年度までの間に本プロジェクトにおける研究会や訪問調査により蓄積した知見を基に議論を行い、医学生物学研究分野の先端科学技術を医療に繋げるために解決すべき
課題を抽出した。トランスレーショナル・リサーチにおける課題、臨床研究ならびにそれ以降の段階における課題などが抽出された。その上で、近年の医学生物学研究分野に関する制度改革
の動向を踏まえて、何が進んでいて、何が不十分であるのかを明らかにした。

　ライフサイエンスをはじめとした基礎研究の究極的な目的は、国民生活の改善等を通じて社会・経済に貢献することである。こうした社会的要請を背景に、緊迫財政の中にありながらも、ライフ
サイエンスは政策的な重点分野に指定され、他分野より厚く公的なR&D投資がなされてきた。新成長戦略、第4期科学技術基本計画においてもライフ・イノベーションが科学技術政策上の支援
を必要とする二つの重要目標の一つとしてあげられている。公的なR&D投資をする以上、基礎研究の成果は、具体的に社会に貢献することが求められるとともに、実際にどれだけ社会に貢献
しているのかを国民に対して明確に説明することの必要性が高まっている。近年の政策評価法や市民社会の成熟などによって、その傾向はますます強まっている。
　しかしながら、基礎研究の成果が社会にどのように還元・貢献されているのか、ライフサイエンスの価値を客観的エビデンスに基づいて説明することは非常に難しい。基礎研究の成果が社会
に還元・貢献されるまでには長い時間がかかり、実際に成果となって結実するかどうかについても大きな不確実性がある。また知識のスピルオーバーといわれるように、基礎研究によって生み出
された科学的知見は、無形の財産として、かつ契約関係等のないインフォーマルなルートを通じて社会に還元されるため、基礎研究が具体的にどのような技術や製品に結びついているかを、
直接データに基づいて遡及することは困難である。
　加えて基礎研究の成果を社会に還元するためには、技術開発、実用化・製品化といったプロセスを通じて、最終的には、社会の需要を喚起するような形となって提供されなければならない。
そのためには基礎研究自体の有効性はもとより、ユーザー側のニーズに照らして基礎研究の成果がどのような形をとって社会に手渡されるべきか、またそれを生み出すためにはどのようなシス
テムが必要かについて、検討しなければならない。
　そこで本リサーチ・プロジェクトでは、ライフサイエンスの成果が結実していると考えられている医療分野、ならびに食品分野に焦点をあて、ライフサイエンスの基礎研究が社会経済にどのように
還元され、貢献しているのか、あるいはしうるのかといった、ライフサイエンスの広範な価値を、エビデンスに基づいて実証的に分析する。そして、それに基づいて、今後の研究資金配分、産学
連携、研究活動の評価などに関して、具体的な政策立案に資する提言を行おうとするものである。
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研究成果一覧:
(発表予定を含む。但し、投稿中、投稿準備中は除く。別紙一覧でも可。)
(必要に応じて適宜追加)

論文: 3 件 うち、査読付き 2 件

著者 標題 雑誌名
/所収図書の編者・図書名・出版者等

巻・号
/章・節

発行年 開始
ページ

終了
ページ

査読
(有=1)

1 隅藏康一
齋藤裕美

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

『知的財産イノベーション研究の展望』（白桃書
房）

第8章 2014 209 - 235 1

2 齋藤裕美 医療のためのイノベーション政策の構築に向けて－科
学技術政策と医療政策の整合性をめぐる諸課題

『知的財産イノベーション研究の展望』（白桃書
房）

第10章 2014 257 - 293 1

3 Saito, H.
K. Sumikura

Effect of collaborative research with academia; focused
on the pharmaceutical industry

ISPIM conference, Proceedings XXV 2014 8 pages (CD-
ROM)

- 1

4 伊藤裕子
永野博

先端科学技術を社会インパクトにどう繋げて行くか～医
学生物科学における複雑性を超えて～

研究　技術　計画 30巻1号 2015

口頭報告等: 10 件

報告者等 論題 学会・研究会名等 報告年月日 開催場所

1
Hiromi Saito Who supports Science and Technology Policy?

2015 AAAS Annual Meeting (General Poster
Session)

2015/2/15 San Jose, USA

2 隅藏康一 新規医薬品創出への大学基礎研究の貢献：研究から
臨床応用までの過程

第12回日本知財学会年次学術研究発表会 2014/11/30 東京理科大学

3 齋藤裕美
隅藏康一

産学共同研究と企業パフォーマンス～医薬品産業に
おけるパイプラインに着目して

第12回日本知財学会年次学術研究発表会 2014/11/30 東京理科大学

4 齋藤裕美
隅蔵康一

自動車産業における産学共同研究の実証的考察 第29回研究・技術計画学会年次学術大会 2014/10/18 立命館大学

5 齋藤裕美 科学技術政策に医療制度はどう影響しうるのか？
：現状と課題

第29回研究・技術計画学会年次学術大会 2014/10/18 立命館大学

6 Hiromi Saito University-Industry collaboration in automotive
industry

3rd Dialogue for Global Innovation on
Urban Mobility, Smart Energy and
Healthcare focused at Risk Management of
Advanced Science & Technology（招待講演）

2014/10/7 Graz, Austria

7 Koichi Sumikura R&D activities of Japanese firms in automotive industry 3rd Dialogue for Global Innovation on
Urban Mobility, Smart Energy and
Healthcare focused at Risk Management of
Advanced Science & Technology（招待講演）

2014/10/7 Graz, Austria

8 隅藏康一 日本のバイオベンチャー企業の特許分析－発明者に
着目して

日本機械学会2014年度年次大会 2014/9/8 東京電機大学

9 齋藤裕美
隅蔵康一

産学官連携に積極的な製薬企業の特徴
：開発状況に焦点をあてて

日本機械学会2014年度年次大会 2014/9/8 東京電機大学

10 隅藏康一 オーダーメイド医療時代の リスクと安全 日本機械学会連続講座（NEDO共催）オーダーメ
イド医療時代のリスクと安全「法と経済で読み解く
技術のリスクと安全」

2014/6/20 日本機械学会
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