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その他、研究成果として特記すべき事項:

　本リサーチ・プロジェクトに関連する国際会議を開催することを検討していたが、本リサーチ・プロジェクトの発展につながる有意義な議論を行うためには、日本に
海外の専門家を招聘して会議を開催するよりも、海外の大きな国際会合の中で本リサーチ・プロジェクトに関連する内容の国際会議を開催した方が効果的であると
考えられた。そのため、文部科学省科学技術・学術政策研究所（NISTEP：本学と連携協定を結んでおり、隅藏・伊藤・齋藤は同研究所にも所属している）との協力
のもと、同研究所からAAAS 2014 Annual Meeting（2014年2月、シカゴ）におけるセッションを提案する際に、本リサーチ・プロジェクトでの検討内容を踏まえて
「Making the best use of academic knowledge in innovation system」のセッションを提案し、多数の応募案件の中から3時間のセッションとして採択された。このテー
マに関する国際的プレゼンスの高い論文を刊行しているProf. Lynn ZuckerやDr. Ashley Stevens らを招聘し、多くの参加者を集めて議論を行うことができた。この
ようにNISTEPと連携してAAAS 2014の中で国際会議を開催することにより、本リサーチ・プロジェクトの推進に資する成果を挙げることができた。

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

　伊藤・永野は、トランスレーショナルリサーチ段階にある細胞治療研究分野の2つの臨床研究事例を対象にして、公的研究機関と病院との連携の状況について
分析した。その結果，公的研究機関と病院との連携を促進したと考えられる要因は、i) 病院のみでは実施できない先端的な研究テーマであったこと、ii) 組織連携
に関わる地域対象の政策的枠組みが存在したこと、iii) 中核研究者の存在と組織間移動が生じたこと、であることが示唆された。さらに、トランスレーショナルリサー
チの成果を医療として実現するためには、臨床研究や治験等のプロセスの一本化やそのための法規制の整備が必要であると考えられた。
　隅蔵・齋藤は、定量分析やそれに関連するインタビュー調査を行った。これまでの分析並びに本年度の新たな分析から、アカデミック・ナレッジのイノベーション
への貢献度に関する発明者と経営層の間の認識のギャップが存在すること、ならびに、そのようなギャップが生じている原因として、アカデミック・ナレッジの活用に
関して発明者と経営層の間で情報の断絶があるという可能性や、企業における研究段階と市場化段階の間の高いハードルの存在を反映しているという可能性が
示唆された。また、抗体医薬アクテムラの開発に関するインタビュー調査を行い、それを踏まえて、アカデミック・ナレッジからの新薬創出を促進するために今後ど
のような方策が必要かを検討した。アカデミアの研究者と企業の経営層のトップが直接コミュニケーションすることにより、アカデミック・ナレッジのイノベーションへの
貢献度に関する企業の経営層と発明者の間の認識のギャップが解消され、経営層がアカデミック・ナレッジの価値とその発展可能性を正しく評価できるようになり、
アカデミック・ナレッジの活用とそれに基づくイノベーションの実現に向けた好循環が生じうることを指摘した。

　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。
　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。
　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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1 伊藤裕子
永野博

公的研究機関と病院との連携
細胞治療分野のトランスレーショ
ナルリサーチの事例から

GRIPS Discussion Paper No: 13-

15

2013 1 - 16

2 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 - 1

3 齋藤裕美 医療イノベーション政策の構築に
向けて～新たな地平を拓くための
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 - 1

-

-

図書: 1 件

著者・編者 図書名 出版者 発行年 総ページ数

1 日本知財学会知財
学ゼミナール編集
委員会（隅藏が編
集委員長、齋藤が
編集委員の一人）

『知的財産イノベーション研究の
展望』

白桃書房 2014 300

口頭報告等: 8 件

報告者等 論題 学会・研究会名等 報告年月日 開催場所

1 Saito, H and K.

Sumikura

「An effect of collaborative

research with academia;

focused on the

pharmaceutical industry」

9th World Congress on International Health

Economics Association

2013/7/6

2 齋藤裕美・隅蔵康
一

「産学共同研究と企業パフォーマ
ンスの実証研究～医薬品産業を
対象に」

日本機械学会2013年度年次大会 2013/9/9

隅藏康一 「日本のアカデミア発の創薬は可
能か？」

日本機械学会2013年度年次大会 2013/9/9

3 齋藤裕美 「Empirical Analysis of the

Relationship Between

Industrial–Academic Joint

Research and Company Size ;

Test of U-shape Hypothesis」

Globelics 2013 2013/9/12

4 齋藤裕美・隅蔵康
一

「企業の側から見た産学共同研
究～全業種比較」

第27回研究・技術計画学会年次学術大会 2013/11/3

5 齋藤裕美・隅蔵康
一

「産学共同研究における相手先
の多様性と企業パフォーマンス～
医薬品産業を対象に」

第11回日本知財学会年次学術研究発表会 2013/12/1

6 隅藏康一 「新規医薬品創出への大学基礎
研究の貢献：事例に基づく考察」

第11回日本知財学会年次学術研究発表会 2013/12/1

7 Koichi Sumikura 「Introduction: the studies on

the impact of academic

knowledge in innovation

system」

AAAS 2014 Annual Meeting, Symposium

"Making the best use of academic knowledge

in innovation system"

2014/2/15

青山学院大学

Hyatt Reagency, Chicago,

USA

The Sydney Convention and

Exhibition Centre, Sydney

岡山大学

岡山大学

Middle East Technical

University, Ankara, Turkey

政策研究大学院大学

青山学院大学
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