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ライフサイエンス政策研究プロジェクト

Project on Policy Studies for Life Science

永野・伊藤班は主に定性分析を担当した。今年は、ライフサイエンス分野の研究成果が速やかに経済や社会にインパクトをもたらすこ
とを促進する組織連携のモデルを検討する目的で、細胞治療分野で実際に病院と連携している大学・公的研究機関の研究者を対象
にインタビュー調査を実施した。本研究からは、①ライフサイエンス分野において大学や公的研究機関の基礎研究成果を新薬や新治
療として社会還元するには、公的研究機関等と病院との間で臨床研究上の連携が必要であること、②その際には病院側の実施体制
が重要であること、③一つの病院ではなく複数の機能の異なる病院（研究に強い病院や治験に強い病院等）と連携することにより、社
会適用までの期間を短縮できるのではないかと推測されること、などの知見が得られた。隅蔵・齋藤班は主に定量分析を担当した。今
年はライフサイエンス分野（特に代表的産業であるバイオ・医薬品を対象）の特徴をより明確にすべく、情報通信分野を取り上げて比較
分析を行った。特にライフサイエンス分野のトップ発明者と情報通信分野のトップ発明者に対するアンケート調査データの分析を通じ
て、ライフサイエンス分野の特徴について掘り下げることができた。一連の研究では分野別の特徴はもちろん、企業内におけるポジショ
ンの違いが、大学・公的研究機関の研究成果の産業応用に対する評価に大きな影響を及ぼすことが分かった。具体的には大学・公的
研究機関の研究成果の産業応用への貢献について、①同じ発明者という立場であっても、情報通信分野よりバイオ・医薬品分野の発
明者のほうが、貢献の度合いを高く評価している。②同様に、経営者においても情報通信分野よりバイオ・医薬品分野の経営層のほう
が比較的高く評価する傾向にあるが、③経営層と発明者という比較では、いずれの分野においも、経営層は発明者より、貢献の度合
いを著しく低く評価している、という知見が得られた。特に③の結果については後述のケンブリッジ大学での報告においても関心を集
めた。

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、更には政権交代による政策立案過程の変革などによって、その傾向はますます強まっている。　こうした潮流は
日本だけのものではない。欧米では科学技術が社会的に利用可能になるためのメカニズムを、エビデンスに基づき科学的に解明する
Science of Science and Innovation Policyの研究領域も形成されつつある。すなわち、基礎研究が社会・経済のなかでどのような役
割を担えるのかというかということをデータ分析から明らかにし、そのエビデンスに基づいて効果的かつ効率的な政策を設計するため
の新しい学問分野が、世界的にも必要とされている。　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。2012年度は特に、基礎
研究が社会経済に還元されるプロセスや、社会経済における基礎研究の貢献度について、ライフサイエンス分野には他分野と比べて
どのような特徴があるのかを、これまでの成果を踏まえて検討する。

永野・伊藤班の成果は、論文にまとめるべく作業を行っている。隅蔵・齋藤班の成果は、各種学会などでも報告し、実際に研究開発に
携わっている人々からもコメントをいただき、修正しつつある段階である。また本研究の成果は、英国ケンブリッジ大学における国際シ
ンポジウムでも報告された。これによって世界の研究者の方々から有益なコメントを得、問題を共有することができた。このシンポジウム
は今後も継続される予定である。我々がこれまで本プロジェクトで行ってきた研究成果の一部は、日本知財学会が発行する書籍に掲
載される予定である。また伊藤・齋藤によって執筆された病院勤務医を対象にしたアンケート調査に基づく研究論文は査読付きの英文
学術誌に掲載された。またライフサイエンス分野で注目されているトランスレーショナルリサーチに関連した論文（Ｓａｉｔｏ，　2012）が国
際学会で報告された。そのほかに研究協力者として鈴木潤教授を加えて、齋藤・鈴木・永野で執筆した本研究プロジェクトが行った科
学技術に対する国民の意識に関する調査結果が国際学会で報告された。
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/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 Re-evaluation of the Introduction of the

Clinical Resident Training System and

Its Effect on Medical Offices (Ikyoku) in

Japan

 Asian Research Policy 4(1) 2013 24 - 29 1

2 On what factors social minds for science

and technology depend?~ After the great

east Japan earthquake ~

9th Asialics International

conference, proceedings

- 19 1

3 Did the Disaster Change the Public

Attitudes for Science and Technology ?;

Evidence from Japan

PICMET’12 conference

Proceedings

15 - 24 1

4 Determinants of conducting collaborative

research for hospital physicians

Conference on Management of

Technology (IAMOT) Proceedings

- 17 1

5 医療情報基盤としての電子カルテシステム整
備の重要性

情報管理 55(9) 2012 647 - 661 1

-

-

図書: 1 件
図書名 出版者 発行年 総ペー

ジ数

1 知的財産イノベーション研究の展望　（2013年
公刊予定）

白桃書房

6 件

論題 学会・研究会名等 報告年月日

1 大学における基礎研究の社会還元メカニズム
の研究：新規医薬品創出に着目して

日本知財学会第10回年次学術研究
発表会 2012年12月8日

2 情報通信分野におけるアカデミックナレッジの
活用と評価

日本知財学会第10回年次学術研究
発表会 2012年12月9日

3 日本のバイオベンチャー企業における発明者
構成

研究・技術計画学会第27回年次学術
大会

2012年10月28日

4 大学・公的研究機関の研究成果の産業応用
への評価～産学連携を経験した企業としない
企業の比較

研究・技術計画学会第27回年次学術
大会

2012年10月28日

5 情報通信分野におけるアカデミックナレッジの
インパクト

日本機械学会2012年度年次大会 2012年9月10日

6
情報通信分野における研究阻害要因の分析

日本機械学会2012年度年次大会 2012年9月10日 金沢大学

開催場所

大阪工業大学

大阪工業大学

一橋大学

一橋大学

金沢大学齋藤裕美・隅藏康一

隅藏康一・齋藤裕美

隅蔵・齋藤他

報告者等

隅藏康一

齋藤裕美・隅藏康一

隅藏康一

齋藤裕美・隅藏康一

論文:

口頭報告等:

著者

Ito, Y. and H. Saito

Saito, H.

Saito, H., J, Suzuki

and H, Nagano

Saito, H.

伊藤裕子

著者・編者
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