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　会場の皆様、私はこうして本田財団様の記念プログ

ラムの一端を担わせていただけることを、大変光栄に

存じております。

　私達が経済成長について考えるときには、二つのこ

とをはっきりと認識していなければいけません。まず一

つ目は歴史上のほとんどの期間において、私達の社会

は均衡成長を経験してきたのであり、ほとんどの期間

においてかなりの程度まで予測可能な状況を経験して
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きた、ということです。

　しかし時には経済構造全体の相転移、すなわち大き

な変化が起こります。そして産業革命から200年をへ

た現在の私達の社会では、そのような相転移が起ころ

うとしているのです。

　世界経済は現在急速に変化しており、低コスト遠距

離通信容量、知的職業やクリエイティブな職業、また

文化的差異や対立をとりなす能力の重要度がますます

高まっています。

　先ほど申し上げたように世界経済が変化するという

根拠は、私達がまもなく経験することになる相転移、

教育の安定成長による知識・情報の増加、研究機関・

産業界における研究開発活動、そして研究開発の生み

出すイノベーションによってもたらされる絶え間ない均

衡経済成長に見いだされます。

　近年における相転移は（後ほどあらためてお話しま

すが）、通信・金融取引・貿易関連のソフト／ハードイ

ンフラと関係があり、また多くの国のさまざまな側面に

おいて開放性が高まっていることにもよります。

変容する経済システム
パラダイム・シフト
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　長期的な均衡成長の傾向は、知識・情報の進展と関

係があります。1960年代初頭、生産にまつわる様々な

ファクターのもっている相対的な役割について、広範

な議論が巻き起こりました。米国人経済学者のロバー

ト・ソローは、米国における一人当たり国民所得の長

期的成長率は（非常に限定的ではあるが）、貯蓄や物

的資本のストックの増加、あるいは量的労働供給の増

加によってのみ説明することができるのではないか、と

主張しました。

　人的資本や技術的・組織的知識を着実に蓄積し続け

ていることが、OECD加盟国における一人当たり実質所

得の年間2%〜3%という安定した成長率、そして実際新

興国におけるさらに早い成長率を保証しているのです。

　アンガス・マディソンと彼の研究チームが重要な貢

献をしてくれたお陰で、数多くの工業国の非常に長期

間にわたるマクロ経済的計量データを研究することが

できるようになりました。これから表でお見せするよう

に、このデータベースにより、実質国民生産の安定した

成長率について説明できる可能性が高まりました。

　これから様々なファクターについてお話する上で、ま

ずは知識・情報の進展について、および一人当たり所得

の増加に及ぼすインパクトについて、そしてそれが年間

労働時間、国民の寿命に、またまったく新しい価値構

造の出現にどう影響するのかを検証してみましょう。

　それでは、経済の成長率について見ていきましょう。

アンガス・マディソンのオリジナルデータを使って

1870年から1979年までを計算してみると、日本が世界

のトップに立っていたことがわかります。実質一人当た

り所得でいえば年間3.0%の成長率でした。

　しかし観察可能なもっとも近い年である2010年の

データまで含めると、所得の伸び率は2.6％にまで低

下し、OECD加盟国の平均的成長率に近づいていま

す。現在のOECD加盟国における実質一人当たり所得

の成長率は、2.0％〜2.5％あたりだと思われます。

　この傾向が続くとどうなるのでしょうか？重要な点を

一つあげれば、労働時間が短くなり、余暇の時間は増え

ることになります。成長過程にある国における持続する

経験的規則性は、一定期間内において一人の労働者が

仕事に費やす時間が減ってゆく、ということです。

　私はOECD加盟国に関する1870年から1980年までの

マディソン氏のデータに基づき、計量経済学的な予測を

立てました。その結果、成長過程にある工業国において、

たとえば年間2.5％の成長率であるとすると、平均労働時

間が年間約0.3%の減少傾向があることがわかりました。
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意味するのでしょうか？要するに私達の平均余命は相

当なレベルに近づいており、何らかの結果が生じるで

あろうということです。

　こうした人間の行いに関する長期的傾向の帰結をま

とめるとすれば、以下のようになります。相転移が起こ

らなくても、知識および情報は安定して成長してゆきま

す。つまり私達の社会は、新たな経済システムへと移行

することになるでしょう。

　一人当たり所得は年間2％〜3％の割合で増加し、

開発国の成長率は約3％、先進国は約2％となるで

しょう。

　世界のもっとも先進的な地域における平均余命は

100歳に近づいてゆき、そうなると言うまでもなく、人

生における必要な労働時間は長くなります。長期的に

みると、標準的な退職年齢は今のように60〜65歳で

はなく、75歳ぐらいになるものと予測されます。

　しかし、年間労働時間の減少は後方屈曲労働供給

曲線の結果によるものであり、人生全体のうち労働

に費やす時間はだいたい7%、もしくは8%ぐらいにな

るでしょう。実はこれは、現在の私達が食べたり飲ん

だりしている人生の時間よりも短いのです。つまり長

い目でみれば、食べることや飲むことは、働くことより

も人生のより根本的な位置を占めていると考えられ

ます。

　これからは、ポスト物質主義的な価値構造へと次第

にシフトしてゆくでしょう。それは何を意味するので

しょうか？つまり、人々が国家主義的で、平均してかな

り宗教的で、階層的関係を信奉し、あらゆる意思決定

　この結果は、後方屈曲労働供給曲線に関する古い仮

説を裏付けてくれます。すなわち、生産性が向上すると

人々は「もっと働くか、それとももっと消費するか」の選

択を行うようになる、ということです。人々はより多くの

消費財を購入する余裕があるときには、単純に少し労

働を減らしたいと考えます。つまりここでは、経済成長

率の増加にともなう消費と需要の間にはあまり関連が

ないのです。

　もう一つの現象は、寿命が延びることです。おそらく

20世紀でもっとも偉大な経済学者であるジョン・メイ

ナード・ケインズは、長期的にみれば誰もが死人であ

る、という有名な言葉を残しました。彼によるとこれは

確率的なことを言っているのではなく、確実性について

の意見なのです。

　すべての人間の人生の時間は限られたものですが、

世界のほとんどの国において、その限られた時間が延

び続けています。日本の皆さんもよくご 存知でしょ

う。世界的にみると、世代ごとの人間の平均余命は3

年から4年のびており、増加率は年間0.6%となってい

ます。

　アメリカ国立衛生研究所の研究によると、人間の寿

命は上限に近づいているに違いないという専門家の見

方がある一方、1840年から2007年の寿命に関する

データは、毎年平均約3ヶ月という一定の延び幅を示し

ています。上の図の示しているように、このことはバウ

ペル氏その他の研究によって裏付けられます。

　お気づきのように、人間の寿命は長い期間において

かなり直線的な延びをしめしていますが、これは何を
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るのです。さらに個々の国内においては、古い構造に

属する人 と々、若くて教養のある女性に代表される、新

たな価値構造に属する人 と々の対立が存在します。

　それでは次に、私達が直面しているパラダイム変化

についてお話しましょう。パラダイム変化とは、観測

可能な歴史的現象なのです。私達はそうした変化を、

過去千年間を通じて経験してきました。その間におけ

る世界経済の歴史は、四度の物流革命や相転移によっ

て点在させられた、長期間にわたる均衡成長や停滞

状況（スタグネーション）に支配されてきました。

　最初の物流革命は地中海沿岸地域・北ヨーロッパに

おける、制度および輸送システムの変化によって引き

起こされました。それにより大幅な貿易拡大が可能に

なり、ヨーロッパの貿易市場を実に多くの面で変革し

たメディチ家やフッガー家といった商業革新者たちの

富が増大しました。

プロセスにおいて生産性の向上が主目的となり、自然

は搾取されるべきものとしてのみあり、同胞愛が人生

の主要な価値となるという、工業社会的物質主義的な

価値構造から移行し始める、ということです。

　私の名付けたポスト物質主義的C社会※において、

それはどんなものでしょう？おそらく国家主義的では

なく国際的で、不可知論的で、より自由に開かれた、

創造的な、持続可能な、おおいに寛容な社会になると

思われます。つまり、現在の社会とはまったく異なる状

況です。

　ところでそのようなシフトを、どこかで観測すること

はできるのでしょうか？答えはイエスです。はっきりと

観測することができます。これはロナルド・イングル

ハートの研究からとった古典的な図で、X軸は一人当た

り所得を、Y軸はポスト物質主義の発生頻度を示して

います。

　右上に位置しているのは、今世紀初頭における典型

的なポスト物質主義的社会です。フィンランド、オラン

ダ、イタリア、ベルギー、フランス、スウェーデン、ドイ

ツ、デンマーク、オーストリア、イギリス、日本、アイルラ

ンドといった国々です。図の下部には、ロシア、ナイジェ

リア、ベラルーシ、ラトビア、南アフリカ、ブラジル、ポル

トガル等の国があります。

　つまりこの世界には、ポスト物質主義的国家と物質

主義的国家との隠れた対立のようなものが存在してい

※地球環境問題が深刻化する中、自然環境の保全と地域経済発展
の両立を図る理論モデルとして、アンダーソン博士が提唱した次
世代の産業社会。「C」は創造性（Creativity）、コミュニケーション
容量（Communication capacity）、製品の複雑性（Complexity 
of products）を意味する。
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　第二の物流革命は、17世紀頃に起こりました。これ

も制度改革に基づく商業革命だったのですが、カラベ

ル船や後にはオランダのフリュートといった効率的な

船舶の開発によって航海の可能性が大きく開けたとい

うことが、より大きな要因でした。

　しかしながら、最も重要だったのはやはり制度面の

革新であり、これはオランダとイギリスにおける銀行制

度の創設とも関連しています。この二カ国は政府の保

証に基づく新たな銀行制度を設立することに成功し、

それによって時間的・空間的に非常に大きなスケール

での貿易を行うことが可能になったのです。

　第三の物流革命もしくは産業革命は19世紀に始ま

り、さまざまな国々へと波及しました。世界のいくつか

の新興工業国は、今もその最中にあります。それらの

国々はいまだに、農業構造から産業構造への移行段階

にあるのです。

　この革命は、自由貿易、適切な財産権、分業のメリッ

トを得るための生産の専門化の組み合わせの効果に

立脚していました。そしてもはや過去の二度の革命時

のように、貿易が地域間価格差の利用に終止すること

はなくなったのです。

　その代わりに輸入地域の品物の価格と、その品物の

供給にかかる最も安いコストとの差額に着目するとい

う産業的なアプローチに変わったのです。

　したがって輸入業者は、生産地をふくむチェーン全

体の物流コストにおよぼす影響について、そしてマー

ケティングのプロセスを含む生産の組織化及び製品の

市場への輸送コストを含めて、品物を市場に投入する

ということに関心をもつようになりました。

　ですからここアジアやヨーロッパ、そして北米において

私達がその最終的な段階を経験した産業革命とは、ある

種の完結した物流チェーンシステムであるといえます。

　そして第四の物流革命は、今現在、かつての産業世

界の一部において進行しています。基本的にそれは国

家的現象ではなく、地域的現象であると言えるでしょ

う。その現象に完全に影響されている国はありません

が、実に多くの国家中のもっとも先進的な地域が、それ

を経験しているのです。

　この新たな革命は、知的能力、創造的組織、通信・

交流ネットワーク、制度・価値観・芸術にまつわる文

化、そして製品の複雑さに根ざしています。製品の複雑

さ、ひいては生産システムの複雑さは、ますます増大し

ています。

　ノーベル賞受賞者のホーヴェルモ氏や本田賞受賞者

のハーケン氏と議論するうちに私は、一見すると逆説

に思われるものも解決することができる、ということに

気がつきました。逆説とは何なのでしょうか？それは次

のようなものです。あらゆる経済学者とほとんどのエン

ジニアや政治家は、経済システムとは本質的にきわめ

て非線形なものであると認識しており、そして数学理論

によると、常に混沌へと向かうのが非線形的な動的シ

ステムの典型的特徴である、ということです。つまり混

沌とは、非線形の経済システムに内在している問題な

のです。

　しかしホーヴェルモ氏とお話したとき、彼はこう言い

ました。「それは実におかしいですね。なぜなら経済成

長に関する統計を見ると非常に安定しているように見

えるので、きわめて非線形的な経済システムという理

念とは合致しません。」

　さらに私は、本日お越しいただくことはできませんで

したが、本田賞受賞者であるヘルマン・ハーケン氏とこ

のことについて議論をしました。そしてシナジェティッ

クスに関する彼の考え方のいくつかは、経済理論にも

適用できるかもしれないということに気づいたのです。

　では具体的には、何をすべきなのでしょうか？まず

は、時間的尺度を慎重に分けなければなりません。そし

てさまざまな変数を個々の財、すなわち米国の経済用語

でいえば、共同財もしくは公共財に対す財、つまりその

資産（財）の名称にしたがって慎重に分けていきます。
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　それを行ったのがこの表です。ここに変化率の項が

あります。それは速いのか遅いのか？遅いと言う時

は、速いプロセスよりも遅いということになります。も

う一つの資産の軸は、個々の財と公共財とに分かれて

います。

　ここで右下の欄を見てみると、「遅い」と「共同財・

公共財」という組み合わせがあります。これは私達が

通常、インフラストラクチャーと呼んでいるものです。

基本的には、企業や家庭におけるほとんどの経済上の

判断は、インフラストラクチャーが提供され、例えば自

然災害などによって変動することはないという前提の

下におこなわれる、という考えです。インフラは、経済

ゲームの行われる舞台として存在しているのです。

　ではこの枠組みにおけるインフラストラクチャーと

は、何を示しているのでしょうか？それは知的資本、創

造的可能性、通信・輸送ネットワーク、文化、製品の複

雑性です。これらが重要要素であり、それらに基づいて

通常の市場製品の交換が発生し、民間資本の成長が

決定づけられているのです。

　このような見方をすると、市場の活動はそれが安定

しており大幅に変化したりしない限りは、安定した舞台

の上で起こっていることと解釈できます。産業革命の

時代においては、これは真実でした。

　しかし残念なことに、産業構造はその成長過程にお

いて、創造的破壊の方向へと進んでゆきます。遅かれ

早かれ舞台の様相は大きく変わり、古いタイプの製造

会社では適応できなくなる時がやって来ます。それら

の会社は崩壊してバラバラになり、その場所には代わり

に他のものが入らなければなりません。これにより、構

造的失業と呼ばれる現象が発生します。

　本日の講演の基本的なテーマは、産業界において研

究開発や革新的事業を行うにあたっては、科学的創造

性が今後ますます重要になるであろう、ということです。

これからは科学的研究・産業用研究開発・技術革新過

程の三つが、より緊密に連携するようになるでしょう。

　このことは産業構造および知識資本の配分に影響を

与えるだけではありません。科学研究を重視する地域

において科学者および研究活動の一極集中が起こるこ

とになります。

　私がC地域と呼んでいるエリアでは、高度な教育を

受けた労働力の雇用はより容易になります。C地域とは

新たな資源の豊富な地域のことです。つまりC地域は、

知識の集積／創造の力学という観点からすれば、人的

資源の入手しやすさの点で有利なのです。これからご

説明するように、結果として革新のスピードは速まり、

その地域の比較上・競争上の優位性を生み出します。

　ある地域の創造性の条件を決定する知識インフラ

は、空間的に拡張された通信・交流ネットワーク内に

おけるアクセスしやすさに左右されます。また、その地

域の開放性、寛容さ、人々の好奇心、創造的活動に資

源をどう配分するか、知的財産権を科学・芸術分野で

どう利用するかによっても大きく変わります。

　この表（次ページ）は、各国が研究開発にGDPの何

%を投資しているのかを示しています。スウェーデン、

デンマーク、フィンランド、オランダなどの北ヨーロッパ

の国々は、かなり高い割合です。特にスカンジナビア
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諸国はスウェーデン3.43%、デンマーク3.06%、フィ

ンランド3.89%となっています。OECD加盟国の平均

値は、ずっと低いものです。2008年から2011年まで

の値は、GDPの2.17%です。

　それでは、科学研究に限ってみるとどうなるでしょ

う？スウェーデンの場合は、産業用研究開発への投資

額よりずっと低い値になります。我々にとっては困った

問題です。OECD加盟国全体でみてみると、投資額全

体の2.17%のうち0.44%です。日本の場合をみてみる

と、研究開発全体としては3.33%と非常に多く配分さ

れていますが、皆さんの国民生産のうち科学研究に使

われている割合は、わずか0.45%です。科学研究への

資金配分の比率としては、驚くほど少ない数値です。

　科学分野への資金配分を管理する政治家や官僚

は、いま受けのよい国の革新政策こそ、将来的な自国

の比較上・競争上の優位性を促進するうえで最良の道

である、とよく考えます。しかしその結果として、より大

きいかつ広範で長期的な社会的利益を生み出す可能

性のある科学研究よりも、産業用研究開発のほうを支

援しがちになるものと予測されます。

　その例は数多くあげられます。たとえば情報技術は

1980年代から90年代の米国西海岸で最初に生まれた

ように思われていますが、その基礎は1930年代にイギ

リスおよびプリンストン大学の数学者たちによって創

られたのです。

　これはほとんど、言ってみれば、1930年代のイギリ

スにおいては研究予算が乏しく、劣悪な条件下におい

て科学研究を行わねばならなかったことに大きな原因

があります。そして今日においても、科学研究への予算

配分の比率が少ないために同様の問題が起こって来る

かもしれないのです。

　しかしながら科学の役割については、二つの相反す

る仮説が存在しています。一つめは、ボーモルの仮説

と呼ばれています。ボーモルは米国の経済学者で、プ

リンストン大学に長く在籍しています。彼は、発明家は

科学から距離を置いて活動する、と言っています。まっ

たく逆の仮説として、ホリングスワースは、製品がます

ます複雑になっているため、発明家は次第に科学に頼

るようになっていると言い、そのことを苦労して証明し

ようとしました。

　ここで問題になるのが、製品の複雑性とは何か？と

いうことです。製品の複雑性というとき、何を意味して

いるのでしょうか？複雑性の定義は、数えきれないほ

どあります。ほとんどは直感的な推論に頼った酒飲み

話のようなものです。しかしレイ・ソロモノフ、アンドレ

イ・コルモゴロフ、グレッグ・チャイティンという三人の

著名な数学者が、数学的かつ明瞭な複雑性に関する定

義を示してくれています。

　彼らは、複雑性とは計測可能なものであり、前もって

定式化された問題に対する厳密解を生み出す最短のプ

ログラムもしくはアルゴリズムである、と主張していま

す。つまり「最短」が複雑性を定義するのです。

　どういう意味でしょうか？それはスライドでお見せす

る方が早いと思います。例1として、次の数列を考えま

す。002000300004。次は0が5個の後に5。その次は

0が6個の後に6。このようにして無限に続きます。
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　もう一つの数列は、121543699821345798709812

69994333。これを見ると、数列全体よりも短い計算

式を見いだすことは不可能であるとわかります。した

がって、例1の数列を生成するために短いコンピュー

ターコードを書くことは誰にでもできますから、この数

列は例1より複雑であると言えます。

　それでは、これを工学や科学技術などで活かすこ

とはできるでしょうか？ソロモノフは、コンピューター

アルゴリズムの複雑性を一般化することは可能であ

り、そしてこの複雑性の定義は製品設計や青図、生

産指示書などの事象にも当てはまる、なぜなら標準

製品は組立て指示や製造指示に関して厳密なルール

に従わねばならないからである、とすでに主張してい

ます。

　例として、新型の自動車に関する青図や生産計画が

あげられます。最近米国の科学者によって実証された

ように、この手続きに従うことで、自動車でさえも3D

コンピューティングによって生産することが可能になっ

たのです。

　それでも限界はあります。一例をあげましょう。ス

ウェーデンでは、スウェーデン・フィッシュ・スープとい

うものを作ります。とても簡単なスープです。対比され

るのがフランスのスープ、ブイヤベースです。ブイヤベー

スというスープは、桁違いの複雑性をもっていると思い

ます。それ用の最も簡単な料理手順でも、スウェーデ

ン・フィッシュ・スープ用手順と比較して、長大なものと

なります。

　さらに、アルゴリズムの中身である数列と、スープの

中身である材料との違いから生じる限界もあることも

わかります。スープの材料は、数字よりもずっと広がり

のある存在です。画一的ではなく不均一であり、一定

数の自由な基本的特性を有しています。

　もう一つの限界は、スープは数字とは異なり、レシ

ピを用いる個人の技術に負うところが大であるとい

うことです。レシピを用いる個人は、アルゴリズムを

用いるコンピューターのように均質ではありません。

熟練した料理人は、なんらかの理由で食材の一つが

間違っている場合でも、レシピを調整することができ

ます。

　ところで、これをどうやって経済的分析に用いるこ

とができるのでしょうか？基本的に製品のアルゴリズ

ム的複雑性は、新しい知識にたいする早い時期　の

投資によって与えられた短い期間が原因です。知識へ

の投資とはある意味で、アルゴリズム的複雑性を計算

するための舞台を提供することであると言えます。
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　しかしながら、長期的には、アルゴリズム的複雑性、

インプット構造、また求められる技能の全ては、科学

研究において創造性の結果変わることができるので

す。ゆえに科学的知識の蓄積は、製品のアルゴリズム

的複雑性を変える、主に上向き傾向のゆっくりとした

創造的なプロセスを通じて発生するのです。

　したがって長い期間にわたるアルゴリズム的複雑性

は、知識のインフラストラクチャーであると見なすこと

ができます。次第に複雑さをましてゆく理論、モデル、

製品に対応可能な科学の発展には、研究所その他の

研究施設で研究をおこなう科学者に対して、より複雑

な知的能力が求められるようになります。

　理論上のお話ばかりしてきましたが、すでに検証は

なされています。検証を行ったのはホーリングスワース

で、彼は科学的複雑性を、創造的なブレイクスルーの

発生する頻度、および大学・研究機関・研究所におけ

る内部組織と関連づけて問題提起を行いました。彼

は、平素から非常に複雑なシステムの理解や予測には

あまり関係のない生体医科学分野に着目しました。で

すから今や、バイオテクノロジーが複雑性分析におけ

るテーマになります。

　ホーリングスワースは、高度な知的複雑性とは、複

雑な現象同士の関係を新しい方法によって観察・理解

する能力、即ち、しばしば異なる領域の知識同士の関

連性を見つけだす能力のことである、と指摘しました。

これこそ、偉大な発見の可能性を大きく高める能力な

のです。彼はそう結論づけています。

　それから彼は、「さまざまなタイプの研究所を見てみ

よう。それらはどのように組織されているだろうか？」

と問います。そして彼は、Aタイプとして分類される研

究所が存在することを発見しました。その研究所の特

徴は、高度な科学的多様性があり、高度かつ多様な

ネットワークの接続性をもち、様々な形で国際的な結

びつきがあり、リスクの高い研究についても資金調達

ができる、というものです。

　彼の分析によると、研究所の所長の性格が大変重要

な要素になります。そのような研究所長に見られる三つ

の特徴は、高度な知的複雑性、強い自信、高いモチ

ベーションです。このようなリーダーシップをもつ人物

は、異なる領域同士をどのように統合できるのかにつ

いて、よく理解しているということを示唆しています。

　Bタイプの研究所は、わずかな、またはほどほどの

科学的多様性を有しており、高度なネットワーク伝達

性をもってはいますが、それは彼らの専門領域内に

限ってのものでした。ある化学物質を分析するという
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時には、彼らは世界中のその化学物質の研究を専門と

する人 と々の、見事な連携を見せました。彼らの知的複

雑性は低く、リスクをとることを嫌い、リスクの高い研

究については、限られた予算しか得られていませんで

した。

　所長は、異なる科学領域を統合することに全く関心

をもっていませんでした。学際的科学に興味をもって

いなかったのです。

　それぞれの研究所における研究活動の成功率を評価

したところ、驚きの結果が出ました。「我々の研究プロ

ジェクトにおける291の発見のすべてはAタイプの研究

所において起こった。重要な点は、我々の研究にまつわ

る291の発見のただ一つとして、Bタイプの研究所では

起こらなかったということである。」これで私達は、研

究環境の再組織化をどのように行ってゆけばよいのか

について、明確に理解することができます。

　しかし問題は、リスクの高い研究を行うわけですか

ら、Aタイプの研究所においても数多くの失敗はあっ

た、ということです。たしかに彼らは失敗も重ねました

が、リスクを嫌う高度に専門化したBタイプの研究所より

も、全体としてはずっと大きな成功をおさめたのです。

　これからは研究をAタイプの学部・研究所・研究機

関部門へと再組織化してゆく必要があります。ますま

す複雑性を増してゆく科学においては、新たな多様化

した外部の知識を幅広く、スムーズに得られる環境が

求められます。そうなると、このような成長しているAタ

イプの研究組織を、大規模で開かれていて多様性のあ

るC領域に設置しようという声が高まります。そうなれ

ば東京のような世界中の大都市圏は有利になります。

　私の息子は世界でトップ12に入る科学都市地域と仕

事をしてきました。彼は、研究開発分野において将来に

おいても世界のリーダーになるであろう永続性のあるい

くつかの地域が世界にはあることを明らかにしました。

　ロンドンはその一例であり、東京や横浜もそうです。

そして将来的には北京もそうなります。この表の示して

いる1996年から2010年までの状況をご覧いただく

と、未来型の地域という観点での世界のリーダーは、

ずっと変わっていないことがわかります。

　私達はこれから、研究システムにおけるパラダイム

変化を経験することになります。まず第一に、研究開

発において複雑性が増加することにより、科学研究が

より重要視されるようになります。結果として、すべて

の先進国はより多くの資源を科学研究に割り当てるよ

うになるべきです。
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　第二に、複雑な製品やシステムに関する科学的研究

開発は、すでに大規模なC地域に集約されています。

結果として、複雑性がさらに増せば、科学者や産業用

研究開発は、世界中のより大規模なC地域へとますま

す集約されてゆくものと思われます。

　第三に、ホーリングスワースの研究、および私と協力

者による共同研究によれば、科学研究における国際的

なコラボレーションによって、知識導入の質と多様性は

改善されます。結果として、科学研究における国際的な

コラボレーションに対して、より多くの資金調達が必要

となります。残念なことに、これを行なうための資源は

アジアの一部地域、とくに中国に限定されています。

　それでは、本日のまとめと結論に入りたいと思いま

す。三度目の流通革命、もしくは産業革命は、実質一人

当たり所得の持続的な成長をともなう大きな経済的成

功をおさめ、人間の寿命が延び、余暇の時間は増え、

開放性・創造性・寛容さに関する価値の転換を引き起

こしました。

　現在、世界の一部の国々においては農業社会から産

業社会への、そして日本のような国々においては産業

社会からC社会への構造転換が、それぞれ平行して起

こっています。

　産業社会は、今日のヨーロッパに見られるように、後

ろ向きの国家主義的あるいは派閥主義的な運動を引

き起こすことで自らの破壊をまねく種子を内包してい

ます。

　C地域およびC国家のダイナミックかつ長期間にわた

る比較優位性は、新しい複雑な製品および生産システ

ムに関する科学研究によってもたらされます。しかしな

がら、このような変化を支援する科学研究に対しては、

しばしば研究開発費全体のわずか10%〜30%という

資金しか投入されていません。

　高まり続ける製品および生産システムの複雑性に対

応するために、大学における科学研究を再組織するこ

とが必要です。ポスト物質主義的価値構造をもつ最も

多様性をそなえた都市地域に、再組織化された科学研

究機関を設置せねばならないという声は、ますます高

まってきているのです。

　御清聴ありがとうございました。




