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Innovation
?



Google: sustainability→29,300,000



#3 Innovative Organization
2,647 papers, 8.8 ages
organizational innovation 
leadership, champion, team
communication
market orientation, adoption

#1 Innovation Fundamentals
3,178 papers, 6.3 ages
regional learning,
intellectual property right, antitrust
public research, academia-industry relations

#2 Technological Management
2,706 papers, 5.9 ages
absorptive capacity, architectural innovation
knowledge management
product, profiting, licensing

#4 Diffusion of 
Innovation
554 papers, 7.9 ages
market, technology, timing

#7 Policy
305papers, 7.3 ages
policy-making, diffusion

#10 Drug
173papers, 3.7 ages
drug discovery, R&D, 
pharmaceutics

#8 Innovation Source
283 papers, 7.7 ages
user, manufacturer, technology

#5 Medical & Healthcare
414 papers, 8.9 ages
education, promotion, 
implementation

#6 Service Innovation
326 papers, 9.7 ages
education, promotion, 
implementation

#9 Strategy
269papers, 6.7 ages
company, value creation, institutional

Academic Landscape of Innovation Research

from 40,856 papers
(1970-2007, connected component = 11,608 papers)

# Rank,  Cluster name
Cluster size, Average years after publication
Keywords in the cluster

Matsushima Lab., Institute of Engineering Innovation, Graduate School of Engineering, The University of Tokyo.

3 main clusters



Academic Landscape of Innovation Fundamentals
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サブクラスター分析

3 main clusters



1980 1985 1990

1995 2000 2005

Academic Landscape of Innovation Research

#3 Innovative Organization

#1 Innovation Fundamentals
2 Technological Management

時系列分析

学術研究の流れ：80年代 組織論 →オープンイノベーションの台頭

90年代 新しいイノベーションモデル

技術マネジメント、イノベーション基盤



技術 特許

マーケット 製品・サービス

19ｃ

意思&
マーケティング戦略

マーケット調査
技術アセスメント

研究プロジェクト

20ｃ

イノベーションの３階層モデル ～連続イノベーション～

研究・教育 学術論文



技術 特許

マーケット 製品・サービス 意思&
マーケティング戦略

マーケット調査
技術アセスメント

研究プロジェクト

イノベーションの３階層モデル ～非連続イノベーション～

研究・教育 学術論文

20ｃ 21ｃ



イノベーションを産み出す基盤

マーケットテクノロジー

技術移転機能

優良サプライヤー
競争環境
共同環境

特殊な需要研究開発機能 企業活動プロセス

ビジネスサポートインフラ

人材集積
資金供給

物流インフラ

ビジネス環境

製品
開発

購買 製造 販売



“Valley of  
Death”

Research & 
Invention

Innovation:  new 
businessViableViable

BusinessBusiness

The Darwinian Sea

Basic 
Research

Invention Innovation
&

New Business

source： National Institute of Standards and Technology

死の谷、ダーウィンの海



知識の普及・拡散

知
識
の
市
場
性

大学等

基礎研究が

優勢の領域

新産業

成長企業

IT
BT NT

死の谷、ダーウィンの海

成熟産業

途上国で成長
している産業

ベンチャー

産学連携

民間・政府の
強力支援！

大学の産学連
携プログラム

研究開発～死の谷を越えるための大学の役割



日本①：Information Science
日本②：①＋Electronics
米国：Communication+Information technology (Master+Doctorate)
ドイツ①：Elektrotechnik (Diplom+Doktorprufungen)
ドイツ②：Informatik+Eleｋtrotechnik (Diplom+Doktorprufungen)

Source: Japan：Mext
USA：NCES
Germany：Statistisches jahrbuch

情報科学系大学院を修了した学生数（米国、ドイツ、日本)
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研究開発～死の谷を越えるための大学の役割＝人材育成



産学連携の成果物は新事業に即戦力の若手技術者

新事業成長のレーヤ

産学連携技術移転のレーヤ

学術基礎研究のレーヤ

医学・薬学

環境科学
物質科学

生物科学情報科学

システム科学

産学連携プロジェクト

産学連携プロジェクト

産学連携プロジェクト

若手研究者

博士課程学生

プロジェクトで
育った博士

若手研究者

事業化プロジェクト 新規事業

知の移転

技術移転～人材が技術移転をする



ナショナルイノベーションシステムの連携に向けて

組織間ネットワーク・人的交流の強化を通じ、東アジアの
イノベーション創発力を強化。

上海

北京・中関村
大邱

大田・
大徳 京都

浜松

東京

北海道・
札幌

北九州

神戸
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