
2017年度 政策研究プロジェクトセンター短期学術会議支援事業 

「日米のスター・サイエンティスト研究に関する国際カンファレンス」報告 

2018年 2月 桑原輝隆、隅藏康一 

 

（企画した教員等の名前） 

桑原輝隆、隅藏康一、牧兼充（2017年 8月まで本学助教授。2017年 9月より早稲田大学ビジネススク

ール、本学客員研究員）、原泰史（本学専門職）、齋藤裕美（本学客員研究員） 

 

◎ 2017年9月11日（月）：参加者数65名 

15:00-19:30国際カンファレンス「スター・サイエンティストと産学間の知識移転：イノベーション促

進に向けて」 

Part 1: ワークショップ「産学間の知識移転」：Room 4A 

Part 2: オープン・セミナー「スター・サイエンティスト：知識移転と新事業創出におけるその役割」：

Room1A+1B 

 

（プログラム） 

15:00-19:30国際カンファレンス「スター・サイエンティストと産学間の知識移転：イノベーション促

進に向けて」 

Part 1: ワークショップ「産学間の知識移転」：Room 4A 

15：00－16：55 研究報告、ならびに産学連携への産業界からの期待 

＜研究報告＞ 

隅藏 康一（政策研究大学院大学）「イノベーションにおける学術的知識の役割」 

齋藤 裕美（千葉大学／政策研究大学院大学）「日本のスター・サイエンティストの分析」 

伊藤 裕子・永野博（科学技術振興機構／政策研究大学院大学）「公的研究機関と病院との連携」 

＜産学連携への期待：産業界からのコメント＞ 

奥山  亮（第一三共株式会社  研究開発本部  

研究統括部研究企画グループ  グループ長）  

上野 裕子（株式会社リバネス 人材開発事業部 部長 サイエンスブリッジコミュニケーター®） 

16：55－17：00 このセッションのまとめと閉会 

Part 2: オープン・セミナー「スター・サイエンティスト：知識移転と新事業創出におけるその役割」：

Room1A+1B 

18：00－18：10 開会の辞：桑原 輝隆（政策研究大学院大学） 

18：10－18：50 特別レクチャー「スター・サイエンティストと新事業創出」 

リン・ザッカー（カリフォルニア大学ロスアンゼルス校） 

18：50－19：20 パネル・ディスカッション 

   モデレーター：牧 兼充（早稲田大学ビジネススクール） 

   パネリスト：マイケル・ダービー（カリフォルニア大学ロスアンゼルス校）；リン・ザッカー（同上） 

19：20－19：30 まとめと閉会 



 

（当日の議論内容） 

ワークショップ「産学間の知識移転」では、日本におけるスター・サイエンティストを題材とし

た研究とそれに関連する研究のこれまでの成果を報告し、米国での研究の経験を踏まえて Zucker

教授と Darby教授にコメントをいただくとともに、日本の産業界がスター・サイエンティスト研究

に何を期待し今後どのような展開を求めているのかを議論することにより、今後日米の間でスタ

ー・サイエンティストの比較分析研究を実施していく上での留意点と課題が明らかになり、重要な

示唆が得られた。 

オープン・セミナー「スター・サイエンティスト：知識移転と新事業創出におけるその役割」で

は、Zucker教授に、これまでのスター・サイエンティスト研究の成果についてご講演いただき、

その後、Darby教授も交えて、今後の研究展望についてパネル・ディスカッションをしていただい

た。これにより、産学連携によりスター・サイエンティストの研究成果を活用しようとするにあた

っての日本と米国に共通の問題構造、ならびに各国固有の特徴が明らかになり、今後の研究に対し

て重要な示唆が得られた。 

    

   

   



◎2017年 9月 12日（火）：参加者数 15名 

GRIPS-UCLA Dialogue for Evidence-based STI Policy (Semi-closed Meeting) 

Date: 13:30-15:30, September 12th, 2017. 

Venue: Room 4A, GRIPS.  Language: English 

 

司会：原泰史（GRIPS） 

パネリスト：Lynne Zucker（UCLA）、Michael Darby（UCLA）、奥和田久美（NISTEP）、富澤宏之

（NISTEP）、牧兼充（WBS）、原泰史（GRIPS）、隅藏康一（GRIPS） 

 

（当日の議論内容） 

エビデンスに基づく科学技術イノベーション政策を推進するための方策について、日本の現状を報告す

るとともに、米国の経験を踏まえたご示唆をいただきつつ、ディスカッションを行った。これにより、ス

ター・サイエンティストの研究を行うにあたって必要なデータ基盤をどのように構築するかについての

論点と方針が明確になり、今後の研究活動を実施する上での重要な示唆が得られた。 

 

 

 

（添付資料） 

１．9/11の隅藏プレゼンテーションファイル: Sumikura 20170911 file.pptx 

２．9/11の齋藤プレゼンテーションファイル: Saito・Fukudome・Maki(2017)_hara_2.pptx 

３．9/11 の伊藤プレゼンテーションファイル: Collaboration between public research institutes and 

hospitals ver5.pptx 

４．9/11の桑原プレゼンテーションファイル: 桑原 日本の産業の論文の特徴.pptx 

５． 9/11 の Zucker プレゼンテーションファイル : STAR Scientists & Their Commercial 

Impact_Zucker_final.pptx 

６．9/11の Part2の議事録: Transcript Zucker seminar.docx 

７．9/12の原プレゼンテーションファイル: Creating Star-Scientist_20170911_hara.pdf 

  



（招聘者の略歴） 

Lynne Zucker, Professor in the Departments of Sociology and Policy Studies, UCLA. 

My training is in organizational sociology, institutional theory, economic sociology, and social psychology. My current 

major interests are on processes and impact of knowledge transmission from basic science to commercial use, 

especially impact on economic performance of firms, creation of new organizational populations (some of which 

become new industries), and on productivity growth. I share with Michael Darby an interest in identifying the major 

mechanisms of knowledge transfer and the institutional infrastructure that cause metamorphic industry change and 

rapid economic growth. Within the context of basic scientific breakthroughs that are commercially applicable, we are 

exploring other measures of success such as IPO returns and examining the impact of other means of knowledge 

transfer such as joint ventures. We are now studying many of the same processes in nanoscience, a newly emerging 

basic research area with significant commercial potential. To identify institutional infrastructure effects, we are 

completing a comparative study of biotech in Japan and the U.S. and embarking on a set of major international 

analyses of the transmission of scientific breakthroughs to commercial use in nanotechnology. 

http://www.sociology.ucla.edu/sites/default/files/Zucker.pdf 

 

Michael Darby, Professor, UCLA Anderson School of Management, Warren C. Cordner Chair in Money 

and Financial Market. 

A recognized authority in macroeconomics and international finance, Michael Darby has achieved great success in 

both the academic and public sectors. From 1986 to 1992, Darby served in a number of senior positions in the 

Reagan and Bush administrations including Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy, Member of the 

National Commission on Superconductivity, Under Secretary of Commerce for Economic Affairs, and Administrator 

of the Economics and Statistics Administration. During his appointment, he received the Treasury’s highest honor, 

the Alexander Hamilton Award. 

Dr. Darby is the widely-cited author of eleven books and monographs and numerous other professional publications. 

His most recent research has examined the growth of the biotechnology and nanotechnologies industry in the United 

States and in California, all science and engineering fields and high-technology industries in the world, and the role 

that universities and their faculties play in encouraging local economic development. Concurrently he holds 

appointments as chairman of The Dumbarton Group, research associate with the National Bureau of Economic 

Research, and adjunct scholar with the American Enterprise Institute. He is also director of UCLA’s John M. Olin 

Center for Public Policy, a position he has held since 1993. Previous to his Anderson School appointment in 1987, 

Darby held faculty positions or fellowships with UCLA’s department of economics, Stanford University, and Ohio 

State University. From his schooling to 1982, he also was vice president and director of Paragon Industries, Inc., a 

Dallas manufacturer of high-temperature kilns, furnaces, and refractories. 

http://luskin.ucla.edu/person/michael-darby/ 

http://www.anderson.ucla.edu/faculty-and-research/strategy/faculty/darby 

http://www.sociology.ucla.edu/sites/default/files/Zucker.pdf
http://luskin.ucla.edu/person/michael-darby/
http://www.anderson.ucla.edu/faculty-and-research/strategy/faculty/darby

