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日本MOT学会による査読論文（2012-2）

１．はじめに

　かつて世界で圧倒的な存在感を誇った日本のエレク
トロニクス産業の国際競争力が韓国、台湾などの躍進
により低下していると言われる。こうした中、日本の
科学技術とイノベーションの関係については多様な議
論がある。例えば、個別製品・事例の単位からの日本
製造業の現状分析（小川，2008，宮崎，2008）や日
本企業の研究開発の構造的問題についての洞察（榊
原・香山，2006）がなされている。また、エレクト

ロニス産業全体における国際競争力低下を生産財及び
交易条件のデータを用いて解明する試みもある（元橋，
2010）。
　日本の状況は、生態系の進化になぞらえ「ガラパゴ
ス化」と形容されることがある。高機能高価格の携帯
電話など、技術やサービスが世界標準から離れ独自に
高度な「進化」を遂げる日本の電子機器がその典型例
とされる。さらに、日本企業の事業展開の極端な内向
き・国内志向を表す「パラダイス鎖国」（海部，2008）
といった言葉もある。こうした現状を打開すべきとの
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議論も多く、妹尾（2009）はイノベーション構築能力
のあり方について、榊原（2005）はイノベーションの
専有可能性（appropriability）について論じている。
　一方、日本では、科学技術力が産業競争力や経済成
長に結び付いていないとの指摘も多い。科学技術イン
フラで日本の国際競争力は世界 2 位にランクされて
いる（IMD, 2011）が、日本のエレクトロニクス産業
では研究開発投資が企業の営業利益に寄与していない

（小川，2008）。日本は、過去の研究開発費の支出の
累積に対する現在の企業部門の付加価値の比で定義さ
れる研究開発効率が低下し、最近では主要国の中で特
に低い水準にある（内閣府，2011）。
　競争力をめぐる議論は、日本の高い科学技術力を活
用すべきとの観点から進められることが多い。しかし、
著者らは研究開発にも問題の一端があり、さらに現在
の日本の研究が世界から遊離しているのではないかと
の仮説を設定し、定量的分析を試みる。本研究の目的
は、日本の電気電子・情報通信関連研究が国際的にど
ういう状況に置かれているか客観的なデータから俯瞰
的に分析することである。
 
２．本研究の方法論

2.1　分析データ・方法
　本研究では、電気電子技術者協会（IEEE：Institute 
of Electrical and Electronics Engineering, Inc. ) が
1980 年以降の 29 年間に発行した定期刊行物に掲載
された論文やレビュー等の全文献を分析データに用い
る。以下表 1 に、分析データの概要を示す。
　分析は、電気電子・情報通信関連の学術文献に関す
る国別の研究領域別の技術ポジション（technological 
position）の経年変化を比較し、日本の電気電子情報
通信関連研究が世界で独自の進化を遂げているとい
う仮説を検証する。具体的には、まず 1980 年から

2008 年の間に IEEE により発行された定期刊行物（ト
ランザクション、ジャーナル、マガジン )201 誌に掲
載された第一著者の所属国が確定できる 35 万件余の
論文等の文献を対象に、IEEE のソサエティ別の文献
数を指標化する。続いて、第一著者の所属組織の国・
地域別に分類することで国別の研究開発の技術ポジシ
ョンを定量化し、Jaffe（1986）の技術距離を用いて国・
地域別の比較分析を行う。

2.2　分析の意義　
　本研究は、世界の電気電子・情報通信関連の研究領
域における研究トレンド変化の分析を IEEE という特
定の学協会の文献データの分析により行う。以下では、
本研究の方法論上の特質に関して、科学計量学上の意
義と分析データのインパクトについて IEEE の組織概
要とともに述べる。
　IEEE は、学生会員を含めると 40 万人以上の会員
を擁する世界最大の学協会である。電気電子・情報通
信に幅広く関連する技術的活動（technical activities）
を行う組織と世界各地で地域活動を行う組織から構
成され、重層的な組織構造を持つ。学術雑誌の発行
や国際学会の開催等の技術的活動は、ソサエティ

（society）と横断的テーマを扱うテクニカルカウンシ
ル（technical council）という組織で主に行われる。
これらは研究領域別の独立した学会とも言うべき組織
である。現在、IEEE には、磁気学、電子デバイス、コ
ンピュータ、通信、電力エネルギー等領域別に 37 の
ソサエティと超伝導や技術経営等に関する 7 のテクニ
カルカウンシルがある。以下では、これらを合わせ単
にソサエティと記す。また、IEEE の組織運営は、複数
のソサエティや他の学会と定期刊行物を共同発行する
など、新たな領域の発展に対して柔軟である。このため、
学際・融合的な研究動向も比較的容易に分析できる。

出版物数（j） 年範囲（t）
（集計）

文献数（x） 第一著者
所 属 組 織 の
国・地域（ｎ）

研究領域の分類（i）

定期刊行物

延べ 201 誌

（内訳）
トランザクション　  114
誌
ジャーナル　　　　　18 誌
マガジン　　　　　　69 誌

29 年間

1980 年
～

2008 年

（出版年）

ペーパー

3 5 5 , 8 9 1
件

延べ
141

国・地域

IEEE の専門領域別に
技術活動を行う組織

延べ 44 領域※

（2008 年現在）
37　ソサエティ
7　テクニカルカウンシル

※ただし、新しいソサエティや一部のテクニカルカウンシルは、出版する定期刊行物がない場合がある。

表１　分析データの概要
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　計量書誌学では、論文データベースのキーワードや
分類等の項目を用いて集計する共分類分析が基本的な
分析手法である（藤垣・平川・富澤・調・林，2004）。
しかし、本研究では，前記のソサエティ単位で文献数
を集計し、これを研究領域別の文献数とみなして分析
を行う。この指標化手法は、研究分野間の比較など大
局的な分析には向く反面、特定技術に関する詳細な定
量化・分析には限界がある。ただし、科学技術社会論・
科学計量学では、下記のような方法論上の利点がある。
　まず、ソサエティ別の文献数は、IEEE という特定
の科学者・技術者集団の活動の測定結果であり、デー
タの含意が明確である。データベースの分類を用いて
得たデータをさらにクラスタリングして分析を行う共
分類分析には、科学者自身の分類に基づくのではなく、
データベース作成者の影響を受けるという索引作成者
効果（indexer effects）（Whitley，1984，ライデスド
ルフ，2001，藤垣・平川・富澤・調・林，2004）が
存在する。これに対して，本研究のソサエティ別の研
究領域別文献数は、科学技術者が自ら定めた IEEE の
ソサエティという分類に属するか否かで集計されてい
るため、このバイアスが回避されている。この結果、
本研究で用いる指標化は、科学技術社会論でいう学術
雑誌を査読・発行する「ジャーナル共同体」（藤垣，
2003）の概念を可操作化した測定結果と言える。こ
の他、国内や他の学会の動向などの外部要因があるが、
これらは分析や議論の際に配慮可能である。
　次に、IEEE を分析対象とすることは、大量の文献
データ抽出・作成上のメリットが大きい。これは、工
学研究の文献は、データベースによって採録対象・範
囲や分類データが一様でないためである。例えば、論
文データベースのトムソン・ロイター社の Essential 
Science Indicators では、工学系の研究は臨床医学、経
済学等の 22 分類の一つであり、電気電子・情報通信分
野は独立していない。また、英国の IET（Institution of 
Engineering and Technology）が作成する物理学・電
気電子工学・情報技術等の索引データベースの Inspec
では、約 8,300 を超える分類のためのシソーラスがあ
る。工学系文献をとりまくこうした状況下で電気電子・
情報通信関連研究に関するデータを網羅的に得るには、
データの絞り込み・抽出の基準が必要になる。
　工学系の学術出版には、商業系出版社や大学出版会
より学協会の割合が高く、 IEEE の占める割合が特に大
きいという特徴がある（柴山，2001）。これは、IEEE
が世界の工学系学術文献の約 30% を出版する最大の
工学系学術出版事業者であるためである。産業におけ
る科学研究の利用状況をみるサイエンス・リンケージ
に関しては、IEEE の文献は米国特許への被引用が最
も多い（Breitzman, 2010）。
　これらを総合すると、電気電子・情報通信関連分野

の産業と科学技術の関係について網羅性のある文献分
析を行うには、IEEE の組織と文献を分析対象とする
ことに合理性がある。つまり、学協会である IEEE の
階層的な組織構造と工学関連研究における最大の学術
出版事業者でもある IEEE 関連文献が占める質的・量
的なインパクトの双方に着目すると、電気電子・情報
通信関連研究に関する一定の信頼性と網羅性を備えた
データが抽出でき、さらに技術経営上のマクロトレン
ドの変化が分析可能と言える。
 
2.3　指標の定式化
(1) 技術ポジション
　各国・地域別の技術ポジションの経年推移を分析
するために用いる研究領域別の指標の作成方法を示
す。ここでは、ソサエティを 1 つの研究領域とみなし、
領域別の研究ポートフォリオを表す技術ポジションの
指標を設定する。まず、ある学術雑誌に掲載された論
文を第 1 著者の所属国に分類する。学術雑誌 j に掲載
された t 年における国 k の論文数を xjk(t) とし、これ
らを要素とする行列を X(t) とおく。ソサエティ i と学
術雑誌 j の関係を行列 A で表すと、国 k に分類され
るソサエティ i の論文数 yik(t) を要素とする行列 Y(t) 
が次式により定義される。

Y（t）＝ AX（t）

 　ここで、Y(t) の k 列の各要素 yik(t) , (i=1,2,…,n) が
国 k に分類されるソサエティ別、即ち、領域別の t 年
の年間論文数を表す。この列ベクトル yi(t) を国別の
技術ポジションとする。
　ソサエティの発展は歴史的経過があるが、ここでは
2008 年時点で定期刊行物に何らかのスポンサーシッ
プ（発行に係る費用負担・協力等）を持つか否かを基
準に、IEEE の文献データベースである IEEEXplore の
検索結果に基づき行列 A の成分を定める。あるソサエ
ティ i が学術雑誌 j のスポンサーシップをもつ場合に
A の ij 要素 aij を 1 とする。また、複数のソサエティ
がスポンサーシップ（co-sponsorship）をもつ場合に
は、i 行の複数の要素 aij を 1 とするため、結果的に各
ソサエティ別の文献数の総和は実数より大きくなる。

(2) 技術距離
　t 年におけるある国 i の技術ポジション yi(t) の定義
より、世界全体の技術ポジション yw(t) は、次式のと
おり表現される。

　　　　　　　　　   
n

yw（t）＝Σ yi（t）
                                  

i ＝ 1

　t 年における世界全体の技術ポジション yw(t) とある
国 i の技術ポジション yi(t) をもとに、Jaffe（1986）
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の技術距離の概念を用いると、世界とある国 i との技
術ポジションの類似性を示す指標である技術距離 Pi(t) 
が定義される。技術距離 Pi(t) は、 yw(t) と yi(t) が成す
角の余弦として次のとおり表現される。
                          　　　　yw（t）･ yi（t）
                    Pi（t）＝ ―――――――――――
　　　                        　lyw （t） llyi （t） l

３．結果

3.1　IEEE の領域別文献数推移からみる
         世界の技術トレンドの変化
　図 1 は、領域別文献数について、2 年移動平均のグ
ラフで指標の推移を示したものである。単年度では年

度毎の個別変動が大きいため 2 年毎の移動平均で示
した。この図から IEEE において中心となる研究領域
の大きな変遷がわかる。
　1980 年代前半の世界の工学研究の中心的な領域は
核・プラズマ科学であった。冷戦が終結する 1980 年
代末の時期から、磁気学や電子デバイス等電気電子関
連で文献数が伸びた。次に、1990 年代中盤からは、
フォトニクス、コンピュータ、通信、超伝導等の領域
の文献が増加した。さらに、2000 年以降は、コンピ
ュータ・通信・信号処理等情報通信関連の領域が他を
大きく引き離して増加傾向にある。
　こうした変化の一因には、各領域が学際・融合化し
て発展する傾向がある。新しい融合的な研究領域の定

図１　IEEE における世界の専門領域別文献数の推移（1980 ～ 2008 年）

日本 MOT 学会査読付論文

『技術と経済』平成 24 年 6 月号掲載予定

（著者最終稿） 
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図 1 IEEE における世界の専門領域別文献数の推移（1980～2008 年） 
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期刊行物は、複数のソサエティが共同の費用負担（co-
sponsorship）で発行されることが多いためである。例
えば、バイオインフォマティックス関係の定期刊行物
は、コンピュータと医用生体工学に関するソサエティ
が共同でスポンサーとなり刊行される。研究が活発化
すると、コンピュータと医用生体工学のソサエティの
双方の文献数の増加として現れる。
　こうした最も大きい動向変化は、2002 年以降の通
信と信号処理の領域の文献数の増加であった。この原
因は、ワイヤレス通信に関係する定期刊行物が創刊さ
れ、文献数が急増したためである。

3.2　日本の文献数推移とその構造
　1980 年から 2008 年にかけての専門領域別文献数
推移を図２に示す。ここでも文献数の年次変動が大き
いため、2 年移動平均を用いる。
　日本の研究を文献数ベースで推移をみると、信号処
理、ロボティックス、産業電子等の領域が徐々に伸び

てきているものの、超伝導を除くと大きく文献数が増
加した領域はなく、多くは安定的かつ固定的に推移し
ている。全体の文献数の合計でも、世界のトレンドと
は異なり、長年にわたって横ばいである。領域別に見
ると、電子デバイス・フォトニクス・磁気学等 IEEE
で 1990 年代に中心的だった領域の文献数は一定で推
移している。しかし、コンピュータ・通信・信号処理
等 2000 年代の世界の成長分野である情報通信系の分
野では、増加が見られない。一方、例外的に超伝導
の文献が 1990 年代から突出して増加したことが目立
つ。
　日本の研究領域は世界で見られたようなトレンドの
変化がなく一定で推移しているところに、超伝導等独
自の領域が突出している。結果、電気電子関連が多く、
情報通信関連が少ないという構造が維持されている。
　世界と日本の違いを示すため、日本と世界の領域別
文献数の総和をそれぞれ 1 として規格化し、2 年移動
平均にして示した結果が図３（a）（b）である。これ

図２　IEEE における日本の専門領域別文献数の推移（1980 ～ 2008 年）

日本 MOT 学会査読付論文

『技術と経済』平成 24 年 6 月号掲載予定

（著者最終稿）

1

※凡例については，世界または日本で主要な20研究領域について記している。

図２ IEEE における日本の専門領域別文献数の推移（1980～2008 年）

磁気学
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フォトニクス

電子デバイス
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ら図を見比べると、日本の技術トレンドの推移は、世
界のトレンドの変化と異なることが一目瞭然である。 
 
４．上位国の世界との技術距離に関する考察

　前節では、日本の研究傾向が世界と異なることを明
らかにした。ここでは Jaffe（1986）の技術距離を用
い、世界全体と各国・地域の各技術ポジションの類似
度の経年推移を定量化する。日本の電気電子・情報通
信関連分野の研究が世界でどういう位置にあるかを時
系列で評価することにより、世界の研究トレンドが変
化する中で日本の技術ポジションが世界から乖離して
いるかが検証できる。
　図４には、2008 年に日本を超える定期刊行物文献
数が見られた米国、中国、台湾、カナダ、韓国の 5 ヵ
国・地域と日本に関して世界トレンドとの技術距離を、
1980 年から 2008 年にかけての推移をみたものであ
る。各年の技術距離を算出後、これも年次変動が大き
いため 2 年移動平均で近似曲線とともに示した。なお、

近似曲線は、日本以外の５ヵ国・地域は、線形近似ま
たは対数近似で決定係数 R2 の係数の当てはまりが良い
方の近似曲線で示した。日本については、いずれの近
似も当てはまりが悪いため、2 次の近似曲線を用いた。
　また、図５には、上位 6 ヵ国・地域の 1980 年か
ら 2008 年にかけての 29 年間における定期刊行物文
献数の国際シェアの推移をまとめて示す。
　以下、国・地域毎に特徴を述べる。

1）米国
　米国は、世界トレンドから一貫して乖離することは
ない。すなわち、前節で示した IEEE における世界の
研究トレンドの変化は、米国の電気電子・情報通信分
野におけるトレンドそのものである。これは、米国が
時代の変遷の中で新たな研究の方向性を常に打ち出
し、世界の電気電子・情報通信分野を国際的に主導し
てきたことの証左とも言える。
　ただし、文献数の国際シェアは半減している。
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図３ IEEE における世界と日本の領域別文献数推移の構成比（1980～2008 年）
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図３　IEEE における世界と日本の領域別文献数推移の構成比（1980 ～ 2008 年）



56

日本MOT学会による査読論文（2012-2）

2）中国
　中国は、科学技術研究体制の確立に伴い、電気電
子・情報通信関連の研究で世界の中心的存在となりつ
つある。文献数のシェアは 2006 年に日本を抜き世界
2 位になっている。
　中国の技術距離は、1980 年代から 1990 年代初頭
にかけて世界からはかけ離れ、また年度の振幅も大き
かったが、2000 年前後から振幅が少なくなり、技術
距離は１に向けて収斂しつつある。2000 年以降世界

トレンドと一致する技術ポジションに近づいている。
このトレンド推移は、図５には全てを示してはいない
が、多くの国に共通する傾向である。研究トレンドが
世界と同じ方向性に収斂する原因は、米国に留学・就
業した経験を持つ科学技術人材の影響と考えられる。
IEEE 文献に関する先行研究からも、例えば半導体の
HKMG（High-k/Metal Gate）プロセス技術に関する
研究の国際的研究ネットワークは、米国で留学・就業
した人材が各国に還流することで形成されている（中

図４　上位６ヵ国・地域の技術距離の推移（1980 ～ 2008 年）
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① 米 国 ② 中 国

③ 台 湾 ④ カ ナ ダ

⑤ 韓 国 ⑥ 日 本

図４ 上位 6 ヶ国・地域の技術距離の推移（1980～2008 年）
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馬，2011）。また、コンピュータ、電子デバイス、ロ
ボティックス領域の研究では、米国など出身国外で論
文を執筆する著者の数はインドと並び中国の出身者が
特に多い（Furukawa, Shirakawa, Okuwada & Sasaki，
2011）。このため、中国は、米国滞在経験を持つ研究
者の影響が研究トレンドの変化として特に敏感に反映
されているものと考えられる。

3）台湾・カナダ・韓国
　台湾とカナダは、1980 年代に世界のトレンドに
収斂する方向で技術距離を 0.9 近くまで縮めた後、
1990 年代以降一定の技術ポジションを保っている。
韓国は、大局的には 1990 年代後半からカナダと台湾
と同様に、一定の技術ポジションを指向しているよう
にもみえるが、2000 年代になっても技術距離の振幅
が他国に比べ大きい。台湾及び韓国の文献数シェアは、
一貫して上昇している。カナダは、1990 年代後半に
シェアを一旦減らし 2000 年代にシェアを回復する特
徴的な推移を見せている。しかし、この間もカナダの
技術距離はほぼ一定の値を保っている。
　これら国・地域の特徴は、1990 年代後半以降、世
界のダイナミックな技術トレンドの変化に対応して、
一定の技術ポジションを保ち、戦略性が感じられる点
にある。いずれも、電気電子・情報通信関連の産業動
態と国際的なプレゼンスを反映しているようで興味深
い。
　カナダは、世界の変化に合わせ研究領域の重点

を戦略的に変化させてきた（野村・白川・奥和田，
2009）。通信や信号処理等 2000 年代に世界的に急速
発展した領域で文献数を増やすことで、国際シェアを
回復した（白川・野村・奥和田，2010）。台湾は、航
空・宇宙電子や核・プラズマ科学等いわゆるビックサ
イエンスの領域の文献数は少ない一方、コンピュータ、
通信、信号処理といった 2000 年代に発展が顕著な情
報通信関連と電子デバイス、製造技術、産業応用等の
電子関連の領域でバランスよく文献数を伸ばしている

（Shirakawa, Furukawa, Nomura & Okuwada，2010）。
これらは、カナダにおける通信機器、台湾における
パソコン関連企業、ファウンドリ、EMS（Electronics 
Manufacturing Service）といった業態の企業の集積・
発展に呼応しているように見える。
　韓国と台湾は、技術距離とシェアの推移を比較する
と 5 年程度のラグがある。これは、関連産業ととも
に研究が発展し始めた時期の差とみられる。近年の韓
国の領域別文献数を分析すると、家電関連の文献数が
世界一で突出して多く、かつての日本と共通の特徴が
見られる（Shirakawa et al. , 2010）。サムスンや LG と
いったメーカーが世界の家電市場を席巻する近年の韓
国は、日本の家電メーカーが世界を席捲した 1980 年
代から 1990 年代初頭の日本に似ていると言える。

4）日本
　日本は、上記 5 カ国・地域とまったく異なる技術
距離の推移を示す。日本の技術距離は、1990 年代以
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図５　上位６ヵ国・地域の国際シェアの推移（1980 ～ 2008 年）
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降、15 年間以上一貫して世界のトレンドから遠ざか
る傾向にある。日本は、1980 年代末に IEEE におけ
る文献数シェアはピークを迎え、約 20％近くまで達
した。その後、シェアは低下傾向であり、2008 年に
は中国、台湾、カナダ、韓国に抜かれている。シェア
の減少は 1 位の米国も同様だが、技術距離が安定し
て乖離し続ける傾向は、日本特有である。一定の電気
電子・情報通信研究の伝統・シェアがある英国、ドイツ、
フランス、イタリア等の国は、技術距離の推移は安定
的であり、世界トレンドに収斂する傾向がある。また、
文献数が年間 100 本程度の下位の国は技術距離の年
次変動が大きい。日本の技術ポジションは、他の国・
地域にはない独自の変化を遂げていると言える。
 
５．議　論

　本研究では、電気電子・情報通信関連研究の日本の
技術距離が、諸外国と乖離する状況を定量的に示した。
ただし、分析対象が米国に本部を置く学協会であり、
日本の電気電子・情報通信関連の研究開発の全貌を表
すデータとは言いにくい。また、日本の研究開発投資
で中心的な役割を果たす産業界では、売上が研究開発
投資に回るため、文献数は研究開発力より業績の影響
を受ける。学協会への関与は、企業により差がある。
何より、企業の研究開発によるイノベーション創出モ
デルが変化している。基礎研究から応用研究・実用化
へ向かうリニアモデルは終焉を迎え、1990 年代以降
クロスファンクショナルチームモデル型に移行し（西、
2007）、自社技術だけでなく他社が持つ技術やアイデ
アを取り込み製品やビジネスモデルを生み出すオープ
ンイノベーションの概念も普及した。
　しかし、電子ジャーナル化が進んだ現在でも、研究
成果が学術文献として発表・共有される学術情報流通
の基本は変化していない。科学技術政策では、産学連
携や技術移転などナショナル・イノベーションシステ
ムの整備が各国で進んだ。広範かつ長期間の網羅的デ
ータに基づく本研究の結果からは、日本の科学技術・
イノベーション政策に関して、以下のようなマクロの
議論が喚起される。
　電気電子・情報通信関連分野は、現在も日本が産
学官で多く研究費を投入する分野の一つ（総務省，
2010）である。また、2001 ～ 2010 年の第 2 期及
び第 3 期の科学技術基本計画では、情報通信は重点
分野とされてきた。しかし、本研究のデータを見る
限り、次世代産業のシーズとなるべき研究開発力は、
1990 年以降横ばい状態であり、世界トレンドからも
乖離してきている。科学技術研究から産業への技術の
吸収効果を考えると、日本のエレクトロニクス産業や
情報通信産業における国際競争力の低下と重ね合わさ
れ、白書等で指摘される日本の研究開発の効率性の低

下といった懸念とも符合する。
　ただし、文献数の順位やシェアで日本が埋没しても
量的な問題は、さほど大きな問題ではないと考えられ
る。大学や公的研究機関の研究に対する当該分野へ
の公的研究開発投資は、増加はしても減少まではし
ていない。日本国内の関連学会の振興・発展（松瀬，
2009）の効果もある。産学連携や大学等からの技術
移転の実績も蓄積されてきた（小倉，2011）。日本企
業の研究開発投資も、減少傾向にあるとはいえ、国際
的には高い水準にある。一連の科学技術システム改革
の結果、研究のアウトプットの文献数は、文献生産の
主役が企業から大学へと移ることで産学官の総計とし
ては横ばい状態が維持される構造になっている（白川・
野村・奥和田，2009）。
　問題はむしろ、世界トレンドからも科学技術政策で
目指した方向からも離れて研究領域が固定化している
ことである。世界で発展している情報通信系の研究の
伸びが少ないところに、従来からの領域の研究が固定
的に維持される結果、科学技術政策の意図と異なる方
向で選択と集中が進み、ダイナミックに変化する世界
と比べ日本の電気電子・情報通信関連の研究が多様な
発展を育み得ない構図が生まれている。
　生態系における多様性喪失は、将来変化への対応資
源の確保という点で衰退の兆候である。最も議論が必
要な点は、世界で成長が著しいにも関わらず日本の国
際的存在感がほとんど無い研究領域の扱いである。財
政制約が厳しくなることを考えると、日本はロボット
工学や超伝導や物質・材料等の優位性を持つ領域で独
自のイノベーションを追求する戦略を重視するのか、
世界のイノベーションの方向性に合わせ構造転換を図
るのか、政策上の方向を明確化する必要がある。さも
なければ、大学の工学系学部・学科を中心とした関連
研究の公的科学技術投資に対する社会からの信任が揺
らぎかねない。

６．結　論　

　本研究は、工学系で世界最大の学会である IEEE に
関する計量書誌学上の網羅的データをもとに、科学技
術社会論のジャーナル共同体と技術経営論で最もよく
用いられる技術距離の測定を合わせた学際的研究であ
る。融合的なアプローチにより、定性的に議論されが
ちな日本のガラパゴス化などと呼ばれる技術経営上の
現象に対し、電気電子・情報通信関連分野の研究で日
本が諸外国と異なる独自の進化を遂げる様子について
定量的な知見を提供した。
　更なる議論には、論文と産業の経済的なリンケージ
や人材や研究費といったインプットとアウトプットと
の関係の検証が必要であろう。日本の電気電子・情報
通信関連分野の論文生産の中心が大学に移る一方、情
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報通信関連研究を海外研究所で行う企業もでてきた
（白川・野村，2010）。日本の学協会や大学の組織運
営上の課題や日本企業の研究開発の国際展開等、セク
ターを超えた複合的な要因についても踏み込んだ分析
が求められる。
　いずれにせよ、日本の電気電子・情報通信研究は、質・
量とも 1980 年代のような圧倒的な存在感を世界に示
していない。また、世界トレンドとの乖離が進むだけ
ではなく、固定化が進み、日本のアカデミアは研究領
域の拡大という質の面で世界と比べ多様な発展を育み
えていない。少なくとも日本が優れた技術を持ってい
るのにうまく収益化できないというような認識がある
とすれば、こうした認識は直ちに修正されるべきであ
る。世界の現実と日本のポジショニングを冷静に受け
止め、取りうる戦略的方向性を産学官の利害関係者で
合意形成していく必要がある。

 （しらかわ　のぶゆき、ふるかわ　たかお、
のむら　みのる、おくわだ　くみ）
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