ンスのとれた﹁知の3極構造﹂

米︑欧州︑アジアによるバラ

れら3カ国の台頭により︑北

視野を世界に広げると︑こ

を上回るようになっている︒

燃料電池では前年から︑日本

は︑太陽電池では訂年から︑

に研究協力の円谷間﹂が葎在

が十分に反映されず︑アジア

ジア諸国の研究能力の急上昇

ているような状況にある︒ア

よりも欧米へと遠心力が働い

い︒研究協力に関して︑域内

との協力数と比べても少な

胆に発想を転換すべきだ︒

れた時間は少ない︒もっと大

色彩も濃く残っている︒残さ

おり︑従来型の垂藍的協力の

ア諸国をひとくくりで捉えて

るが︑様々な状況にあるアジ

アとの協力は柱とはなってい

などの社会的な課題の解決と

経済成長と︑地球環境問題

指したものであると評価でき

重要な地位を占めることを目

し︑同時に流れに貢献しつつ︑

ん中にあり︑流れの中で先行

機関はそれぞれ6000を超

の著者が所属する大学・研究
構造だったことを考えると︑

く︑北米︑欧州︑日本の3椋

倒的に日本の存在感が大き

る
︒

ω年前は︑アジアでは圧

界の成長センターとなってい

は桝学技術知識に関しても世

アと分業するという日本にと

本に残し︑そこから先をアジ

研究とマザi工場の機能は日

まず︑付加価値の高い基礎

であろうか︒

あろうか︒戦略上の課題は何

うな状況をどう評価すべきで

我が国の立場から︑このよ

に欧州域内の税学技術協力が

の研究基金の設立である︒先

む協力の双方を拡大するため

アを軸としつつ欧米を巻き込

アジア域内の協力およびアジ

して3点挙げたい︒第一は︑

しているといえるだろう︒

を補完的なものと捉えつつ︑
る︒﹁産業政策﹂の存在が日
の地政学的な構図は塗り替え

別世紀に入って︑料学技術力

ができあがっている︒アジア

イノベーション(革新)促進
え︑それらの国籍は100カ

もとに︑国際的な協力関係に

次に︑論文の共著の情報を
う︒川上の基礎研究も含め︑

れることを覚悟すべきであろ

力の急上昇により︑早晩︑崩

は︑アジア3カ国の糾学技術

って都合のよい協調の構図

なものではなく︑域外国も参

このプログラムは︑排他的

が大きく貢献している︒

るフレームワiクプログラム

多国間協力への助成政策であ

それには欧州連合 (EU) の

盛んであることを述べたが︑

その実現の具体的な施策と

型の各種政策によって︑それ
国以上に及ぶ︒世界中で再生

特任講師︑佐々木一特任研究

で︑日本が付加価値を獲得し

より複雑になる分業構造の中

加できるようになっている︒

る考え方が世界各国で急速に

員との共同研究をもとに︑さ
ついて定量的にみてみよう︒

ていくという︑以前より難易

アに次いで中国が多くのプロ

最近の実績では︑米国︑ロシ

筆者と東京大学の梶川裕矢

が必要となってくる︒

度の高い目標を実現する方策

黙の前提となっている︒一つ

荘から︑市場原理の下では迅
ている︒ここでは︑論文が楼

的との批判もあるが︑このプ

役買っている︒手続きが官僚

州と中国との協力拡大にも一

ジェクトに参加しており︑欧

者が所属する機関名が含まれ

次に︑アジア域内の協力の

いるのは︑中国︑韓国︑イン
数の著者により執筆されてお

近︑目覚ましい伸びをみせて
ドのアジア3カ国である︒太

で政策的に

ログラムは参考となろう︒
第二は︑重点領域ごとの協
力戦略の策定である︒再生可
と産業技術との距離が近い分

能エネルギiのように︑学術

日本の成長戦略に貢献
﹁谷間﹂を放置しておくこと

れない︒だれとのどのような

は︑革新的な新製品の開発に

協力を重点的に拡大すべき

り︑当該著者が異なる国の研

る︒また︑遠心力の働く協力

か︑相手の強み弱みや他国と

究機関に所属している場合︑

関係は︑新製品の市場獲得や

の提携関係等を改めて冷静に

陽醤池では︑総論文数でみて

の存在を客観的に捉える手法

国際標準の獲得における国際

分析した上で︑/思際標準獲得

野では 学術研究といえども

としてよく用いられている︒

交渉において︑不利な方向に

非競争領域であるとは雷い切

太陽電池の論文について︑大

作用するであろう︒ここでも

ついて︑アジアのパワiを取

この背景には︑積樺的な斜

中国が世界第4位︑インドが
5位であり︑燃料電池では︑
中国が2位︑韓国が5位に入
っている (1945年から2
009年9月までの合計)︒

のが図である︒

陸別に国際共著数を数えたも

り込み損ねることにつなが

学技術投資や世界レベルの大

こうした共著の情報は︑協力

うかは︑その国が持つ戦略の

的競争の中で先行しうるかど

学脊成︑海外にいる優秀な研

国際共著であると定義する︒

優劣と政策の実行スピードに

会政策のボiダlレス化であ
った︒それでは︑我が国の戦

た時代は既に過去のものとな

なお︑日本の総論文数はそれ

がとられていることがある︒

究者の呼び戻しといった政策

る︒欧州を最大のハブとして

州とアジア︑北米と欧州であ

的に多い︒それに次ぐのが欧

国をまたいだ共著の数が圧倒

これによると︑欧州域内で

に﹁アジア糾学技術共同体﹂

決するために︑成長戦略の中

そこで︑こうした課題を解

愈に埋めてゆく必要がある︒

政策介入により﹁谷間﹂を阜

て欧州研究領域ネットワーク

ある︒欧州では︑太陽光に関し

第一一一は︑協力の基盤作りで

を持つ必要がある︒

までを視野に入れた国家戦略

歌州一欧州

欧州一アジア・

北米一欧州

北米一アジア・・・・.

欧州ーアフリカ

アジアーアジア

欧州、ト南米

オセアニアー欧州

(注)著者の所属機関を大陸自に集計

もう一つは︑産業および社
る︒今日︑多くの社会的課題

毎年の論文数でみると︑中国

︑ 3位である︒
ぞれ世界2位

が結成されている︒我が国で

略の中身についてみた時︑見

も同様なネットワiク作りに

落している大事な点はないだ

の創成を組み込むことを提案

の苗床となる︒アジアから優

したい︒その前提条件は︑我

秀な留学生の受け入れをさら

研究協力ネッ

ら諸国に対する3年前や5年

を直視することである︒それ

に拡大するとともに︑我が国

トワークがで

注目すべき

の若者のアジアへの留学を抜

厚みのある人材の交流が協力
は︑アジア域

前の古い認識は捨て去る必要

共通の課題解決に向けた﹁水

とした﹁垂直的協力﹂から︑
さかた・いちろう紛年生
まれ︒東大経済卒︑プランダイ
ス大修士︑東大博士(工学)︒政
策ビジョン研究センタi所属

本的に広げる余地があろう︒

内同士での研

の数は︑欧州

その上で︑技術移転を中心

があろう︒

域内同士の4

るのである︒確かに︑現行の

平な協力﹂へと発想を転換す
新経済成長戦略の中でもアジ

分の1にすぎ
と欧州や北米

ない︒アジア

さである︒そ

究協力の少な

注力する必要があろう︒また︑

は世界に共通している︒従っ

のデI夕べ iスを用いて抽出

々が先の3カ国やシンガポー

て︑必然的に市場の統合や技

してみると︑論文数はそれぞ

ルなどの糾学技術力の高まり

をあてて検討してみよう︒

で︑共通の成長戦略が立案さ

れ4万件程度ある︒また︑毎

きていること

ろうか︒斜学技術分野に焦点

再生可能エネルギーの代表

れるようになってきている︒

年出版される論文数は︑急増

がわかる︒

術の国際展開は進み︑また︑各

題解決に向けた多国間の協調

格である太陽電池と燃料電池

うした状況下では︑迅速な課
が有益である︒実際︑経済協

我が国の﹁新成長戦略﹂に

力開発機構 (OECD) やア に関する学術論文について︑
ジア太平洋経済協力会議 (A 世界の主要な英文誌などを収
PEC) のような国際的な場 録したトムソン・ロイタi社

ついても︑そのコンセプトは

していることがわかる︒論文

ベーヌを基に筆者作成

オセアニアー北米

(出所)トムソン・ロイターのデータ
オセアニアーアジア

を及ぼしあうことになる︒こ

国の政策は国境を越えて影響

す織烈(しれつ)になる世界

与が求められている︒ますま

左右されるといえよう︒

来よりも踏み込んだ政府の関

速に進まないことが多く︑従

られたといえよう︒

は︑イノベーションに対する

ヂ!夕べiスにある論文の書

広がっている︒

政府の関与を拡大するという
ら注目技術について︑著者の

らに詳しくみてみよう︒これ
誌情報には︑著者名とその著

ている状現にあるといえる︒

ことである︒課題解決型のイ
所属機関の国別にみると︑最

これには︑ 2つのことが暗

ノベiションは︑外部性の存

可能エネルギー研究が花開い

本の異質性の象徴となってい

良B

らの同時達成を実現しようす

東京大学教授

︒課題解決型の技術革新に政府の関与が必要
︒太陽電池など先端研究で中韓インドが台頭
︒アジア域内の研究協力の少なさが問題に
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