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シュンペーター（Joseph A. Schumpeter）は『経済発
展論』の中で「新結合」の概念を提示し，後にそ
れが「イノベーション」と呼ばれるようになり，
日本では比較的最近まで（現在でさえも）「技術革新」
の訳語が当てられてきた。これがシュンペーター，
イノベーション，技術革新をめぐる標準的な理解
であろう。この理解は間違いだとは言えないが，
現実はもっと面白いトリビアに満ちた歴史がある。
前回は，科学技術政策が成立した背景を歴史的
に振り返り，科学技術政策が負うこととなった役
割や特性について紹介した。次は，科学技術政策
が 1970年代末以降の経済情勢，国際情勢により，
大きく変容していく様子を紹介するのが順当なと
ころだが，今回は少し脇道に逸れて，イノベーシ
ョン概念の来歴について書いておきたい。科学技
術政策は 1970年代末以降，冷戦末期から冷戦の
終結といった国際情勢とも絡みながら，イノベー
ション概念を取り込みながら変容していく。その
歴史を議論する前に，そもそも「イノベーショ
ン」はどのような概念で，日本での受容の仕方に
はどのようなバイアスがあったのか，その歴史を
理解しておく必要があると思うからである。
専門用語としての「innovation」は経済学者シ
ュンペーターによって導入されたと言うこともで
きる。しかし，その導入の過程は，現在の我々が
想像するほど単純ではない。シュンペーターは，
オーストリア・ハンガリー帝国に生まれ，オース
トリアやドイツの大学を経て，最終的にはアメリ
カの大学で活躍したドイツ人経済学者である。そ
のため，イノベーション概念は，ドイツ語，英語，
日本語で，それぞれ別の発展をみせるのである。
筆者は科学技術イノベーション政策のアナリス

トではあっても，経済学や科学技術史の専門家で
はないので，本来は専門家の解説に委ねたいとこ
ろである。しかし，「イノベーション」とはどう
いう来歴をもつ概念なのかという疑問をもった際
に，意外にも適当な解説が見つからなかった。そ
こで，素人なりに，徹底的に原典となる文献に当
たり，各国語版の異同を調べてみた。焦点は，シ
ュンペーターの著作，彼の提示した「新結合」（ド
イツ語で neuen Kombinationen）とその言い換えとして登
場した英語の「innovation」であり，その日本で
の受容のされ方である。本稿ではイノベーション
概念の数奇な来歴について紹介したい＊1。

1．シュンペーターの新結合と
イノベーション

1．1．『経済発展論』
『経済発展論』と日本語で呼ばれる文献は実は
一つではない。初版はドイツ語による『Theorie 
der wirtschaftlichen Entwicklung』＊2である（「経済
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＊1―1 年前の拙稿でもそのエッセンスに言及したが，ほぼ同
時期に隠岐さや香名古屋大学教授が岩波書店から刊行された

『ポスト冷戦時代の科学／技術』に，イノベーションの概念史
を寄せている。英語の innovation 概念の古代の語源から現代
まで長期にわたる変遷を紹介する意欲的な論考である。隠岐氏
の議論の最大の特徴は，「イノベーション研究学派」がシュン
ペーターを遡及的にイノベーション研究の「父」とみなす「学
術伝統」を作り出したという見方に依拠して，シュンペーター
とその著作には一切言及していないことである。シュンペータ
ーが再発見されたのか，連綿と存在感があったのかは，おそら
く世代によっても捉え方が異なるだろうから，その判断は将来
の歴史家に委ねたい。ただし，彼女自身が紹介している事例を
理解するためにも，シュンペーターのイノベーション概念に関
する知識は必要である。本稿ではひとまず，隠岐氏が触れなか
った部分を補ってみたい。



0417科学科学技術・イノベーション政策のために

発展論・独語 1版」と呼ぶ。以下同様）。
そもそも「経済発展論・独語 1版」は何年に

刊行されたのか。「経済発展論・独語 1版」の表
紙には 1911年，扉には 1912年の表記があり，
シュンペーターによる序文には 1911年 7月と記
されている。後に刊行された「経済発展論・独語
2版」の「第 2版  の序文」でも，シュンペーター
本人は 1911年の出版と記述している。後述する
「経済発展論・英語版」にシュンペーターが寄せ
た序文中では，1911年の秋に出版したとも書い
ている。このような状況なので，文献を見ただけ
では 1911年の刊行なのか，1912年の刊行なの
か判断が難しいが，図書館のカタログなどでは
1912年刊行とされることが多いようである。
実は，「経済発展論・独語 1版」は，英語にも

日本語にも翻訳されておらず，今日ではほとんど
顧みられることはない。今日『経済発展論』とし
て理解されている文献は，1926年に刊行された
『Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung : eine 
Untersuchung über Unternehmergewinn, Kapital, 
Kredit, Zins und den Konjunkturzyklus, 2., neu-
bearbeitete Aufl.』＊3である（「経済発展論・独語 2版」）。
「neubearbeitete Aufl.」（改訂版）とされているが，
「経済発展論・独語 1版」とは大きく異なってい
る。「経済発展論・独語 1版」の第 7章が完全に
なくなっているなど大幅に短縮され，「経済発展
論・独語 1版」の本文は約 550ページあるが，
「経済発展論・独語 2版」は約 370ページにとど
まる。
内容面でも，「経済発展論・独語 1版」はまだ

未整理な状況であり，「経済発展論・独語 2版」
になって追加されたり，訂正された箇所が多数あ
り，「経済発展論・独語 1版」は，今日我々が知

っている『経済発展論』とはまったく別の文献の
ような印象も受ける。シュンペーター自身も，両
者を同じ表題にしたことが必ずしも適当でなかっ
たと「経済発展論・独語 2版」の「第 2版  の序
文」で述べているほどである＊4。

1．2．『経済発展論』の英語版と日本語版
シュンペーターは，1926年の「経済発展論・

独語 2版」刊行後，1932年にドイツからハーバ
ード大学の教授として米国に渡った。『経済発展
論』の英語版は，2年後の 1934年に，『The The-
ory of Economic Development: An Inquiry into 
Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business 
Cycle』＊5として翻訳出版された（「経済発展論・英語
版」）。「経済発展論・英語版」の翻訳のもとにな
ったのは，「経済発展論・独語 2版」である。
また，日本語版は，かつてシュンペーターの下
に留学した経験がある中山伊知郎，東畑精一の共
訳により 1937年に『経済発展の理論　――　企業者
利潤・資本・信用・利子及び景気の回転に関する
一研究』＊6として出版された（「経済発展論・日本語版」）。
「経済発展論・日本語版」はその扉に「原著第二
版より」と付記されており，「経済発展論・英語
版」と同様に「経済発展論・独語 2版」をもと
に翻訳したものと思われる。ただし，1926年の
「経済発展論・独語 2版」から 1937年の「経済
発展論・日本語版」までのあいだには，1934年
の「経済発展論・英語版」のみならず，1935年
には「経済発展論・独語 4版」も出版されてい
る＊7。おそらく，「経済発展論・独語 2版」をも

＊2―Schumpeter, J. （1912）: Theorie der wirtschaftlichen Ent-
wicklung, Duncker & Humblot（経済発展論・独語 1 版）
＊3―Schumpeter, J. （1926）: Theorie der wirtschaftlichen Ent-
wicklung : eine Untersuchung über Unternehmergewinn, Kap-
ital, Kredit, Zins und den Konjunkturzyklus, 2., neubearbeitete 
Aufl., Duncker & Humblot（経済発展論・独語 2 版）。副題が追
加されたが，それは「起業家の利益，資本，信用，利子および
景気循環に関する研究」といった意味である。

＊4―Schumpeter, J. （1926）, p. XIII.
＊5―Schumpeter, J. （translated by Opie, R.）（1934）: The The-
ory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capi-
tal, Credit, Interest, and the Business Cycle, Harvard Univer-
sity Presss（経済発展論・英語版）翻訳者はレッドヴァーズ・オ
ーピー（Redvers Opie）。英国の経済学者で，翻訳当時はオッ
クスフォード大学モードリン・カレッジ（Magdalen College）の
フェロー。
＊6―シュムペーター（中山伊知郎，東畑精一訳）（1937）：『経済
発展の理論―企業者利潤・資本・信用・利子及び景気の回転に
関する一研究』岩波書店（経済発展論・日本語版）
＊7―「経済発展論・日本語版」に収録された「原著第四版緒
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とにしつつ，「経済発展論・英語版」も参照され
たものと推測される。
なお，「経済発展論・英語版」は「経済発展

論・独語 2版」をもとに翻訳したことは，「経済
発展論・日本語版」に収録された「原著第四版緒
言」などをみれば明らかであるが，「経済発展
論・独語 1版」をもとに翻訳したとする解説も
ある＊8。

1．3．新結合
「イノベーション」に関する議論において『経
済発展論』が重要なのは，シュンペーターが「新
結合」を定義，分析したからである。後述するよ
うに，「新結合」は後にシュンペーター自身によ
って「イノベーション」と言い換えられる。した
がって，「イノベーション」の概念を理解するた
めには，そのもとになった「新結合」の概念を理
解することが必要になる。「経済発展論・独語 1
版」には，「neuen Kombinationen」（新結合）の語は
登場するが，後に有名になる「neuen Kombina-
tionen」の定義や類型は登場しない。この定義や
類型が提示されるのは，「経済発展論・独語 2

版」が最初であり，それをもとにした「経済発展
論・英語版」と「経済発展論・日本語版」でも当
然ながら「neuen Kombinationen」は翻訳されて
いる＊9。
ドイツ語の「neuen Kombinationen」は，後に
英語版で「new combination」，日本語版で「新結
合」と訳される。シュンペーターにとって，そも
そも結合とは，個々の生産活動を別の表現に言い
換えたようなものである。ある生産を行う場合に，
物やそこに働く自然科学的な力を選び出して結合
する。この結合の仕方が特定の生産方法を規定す
ることになる。「新結合」とは，この結合を変え
ることによって生産物や生産方法を新しいものに
変えることを指すが，「新結合」が非連続的な場
合に経済発展が起きるというのが，シュンペータ
ーの「新結合」概念の核心である。シュンペータ
ーは，「新結合」には 5つの類型があるという。
ドイツ語，英語訳，日本語訳の表記は表 1のと
おりである。これらの議論を通じて明確化される
のが新結合の概念である。

1．4．イノベーション
「経済発展論・英語版」，「経済発展論・日本語

言」および「原著者英訳書序文」によれば，原著第三版（経済
発展論・独語 3 版）および原著第四版（経済発展論・独語 4 版）
は「経済発展論・独語 2 版」とほとんど変わらないものとされ
ている。
＊8―例えば，英語版の wikipedia の Redvers Opie の 項（https: 
//en.wikipedia.org/wiki/Redvers_Opie, 2018 年 1 月 20 日 最 終
閲覧）は，「経済発展論・英語版」の翻訳の原典は「1911 年
版」の「経済発展論・独語 1 版」だとしている。「経済発展
論・独語 1 版」にはなく，「経済発展論・独語 2 版」にある副
題の英訳を付けた「経済発展論・英語版」の表題を紹介してい
るにもかかわらず，である。

＊9―シュンペーターの「新結合」に関する議論を引用する場
合，ドイツ語原典の発行年の記載は，「Schumpeter 1912」と
するのではなく，「Schumpeter 1926」とすべきであるが，前
者の表記をしている例も少なくない。確かに「経済発展論・独
語 1 版」は 1912 年（または 1911 年）出版であるが，新結合の概
念を明確に記したのは「経済発展論・独語 2 版」である。実は，
筆者自身も過去の論文で間違えたことがある。海外，日本を問
わず，同様の間違いは少なくない。後述の 2002 年版『科学技
術白書』もその一例である。

表 1―「新結合」の 5つの類型

「経済発展論・独語 2版」 「経済発展論・英語版」 「経済発展論・日本語版」

1 Herstellung eines neuen Gutes introduction of a new good 新しき品質の財貨の製造

2 Einführung einer neuen Produktionsme-

thode

introduction of a new method of production 新しき生産方法の導入

3 Erschließung eines neuen Absatzmarktes opening of a new market 新販路の開拓

4 Eroberung einer neuen Bezugsquelle von 

Rohstoffen oder Halbfabrikaten

conquest of a new source of supply of raw 

materials or half-manufactured goods

原材料或ひは半製品の新しき獲得資
源の占拠

5 Durchführung einer Neuorganisation carrying out of the new organisation of any 

industry

新組織の達成
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版」が翻訳出版された少しあと，1939年にシュ
ンペーターは『景気循環論』を出版した。当時，
シュンペーターはハーバード大学に所属しており，
『景気循環論』の原著は英語版『Business Cycle: 
A Theoretical, Historical and Statistical Analysis 
of the Capitalist Process』＊10である（「景気循環論・英
語版」）。これは，1000ページを超える 2巻本の大
作である。ちなみに，日本語訳，ドイツ語訳の出
版はかなり遅れた。日本語版は 1958年から
1964年にかけて出版された『景気循環論　――　資
本主義過程の理論的・歴史的・統計的分析』＊11で
ある（「景気循環論・日本語版」）。ドイツ語訳は 1961年
出 版 の『Konjunkturzyklen: Eine theoretische, 

historische und statistische Analyse des kapitalist-
ischen Prozesses』＊12である（「景気循環論・独語版」）（表
2）。『景気循環論』にはイノベーション概念に関
して，興味深い事実が 2つある。
第 1は，「新結合」を実現することが「イノベ
ーション」であると，「イノベーション」と「新
結合」とを明確に結びつけたことである。「景気
循環論・英語版」の第 3章の「A. Internal Fac-
tors of Change」で，シュンペーターは「new 
combination」を「innovation」と呼んだ＊13。ま

表 2―シュンペーターのイノベーション概念に関連する著作

版 表題 刊行年 要点

経済発展論・独語 1版 Theorie der wirtschaftlichen Entwick-

lung

1911または
1912

「経済発展論」の原典であるが未整理
neuen Kombinationen（新結合）は出現するが定
義や類型は提示されず

経済発展論・独語 2版 Theorie der wirtschaftlichen Entwick-

lung: eine Untersuchung über Un-

ternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins 

und den Konjunkturzyklus, 2., neu-

bearbeitete Aufl.

1926 「経済発展論・独語 1版」から大幅な改訂
「経済発展論」の実質的な原典
neuen Kombinationen（新結合）の定義や類型を
提示

経済発展論・英語版 The Theory of Economic Development: 
An Inquiry into Profits, Capital, Credit, 
Interest, and the Business Cycle

1934 「経済発展論・独語 2版」をもとにした英語訳
neuen Kombinationenの訳に new combination

を当てる

経済発展論・日本語版 経済発展の理論　――　企業者利潤・資
本・信用・利子及び景気の回転に関す
る一研究

1937 「経済発展論・独語 2版」をもとにした日本語
訳

neuen Kombinationenの訳に「新結合」を当て
る

景気循環論・英語版 Business Cycle: A Theoretical, Histori-

cal and Statistical Analysis of the Cap-

italist Process

1939 「景気循環論」の原典
new combinationを遂行することが innovation

であると，innovationの概念を導入

景気循環論・日本語版 景気循環論　――　資本主義過程の理論
的・歴史的・統計的分析

1958-1964 景気循環論・英語版をもとにした日本語訳
innovationの訳に「革新」という一般的な語を
当てる

景気循環論・独語版 Konjunkturzyklen: Eine theoretische, 
historische und statistische Analyse 

des kapitalistischen Prozesses

1961 景気循環論・英語版をもとにしたドイツ語訳
innovationの訳に Innovationを当てる

＊12―Schumpeter, J. （translated by Klaus Dockhorn）（1961）: 
Konjunkturzyklen: Eine theoretische, historische und statist-
ische Analyse des kapitalistischen Prozesses, Vandenhoeck & 
Ruprecht（景気循環論・独語版）
＊13―Schumpeter, J. （1939）, p. 84. 具体的には「Technologi-
cal change in the production of commodities already in use, 
the opening up of new markets or of new sources of supply, 
Taylorization of work, improved handling of material, the set-
ting up of new business organizations such as department 
stores - in short, any “doing things differently” in the realm of 
economic life - all these are instances of what we shall refer 

＊10―Schumpeter, J. （1939）: Business Cycle: A Theoretical, 
Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, 
McGraw-Hill Book Company（景気循環論・英語版）
＊11―シュムペーター（吉田昇三監修，金融経済研究所訳）

（1958-1964）：『景気循環論　――　資本主義過程の理論的・歴史
的・統計的分析』（全 5 巻）有斐閣（景気循環論・日本語版）
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た，この記述に続いて「B. The Theory of Inno-
vation」の節を設け，そこでは「イノベーション
は新結合を遂行することにある」と明記してい
る＊14。なお，シュンペーターは，「経済発展論・
独語 2版」出版直後の 1928年に，雑誌論文で
「new combination」を「innovation」の語で説明
している＊15ことから，この頃にはシュンペータ
ー自身が「innovation」の概念を確立しつつあっ
たと思われる。
第 2は，とても興味深い現象なのであるが，
ドイツと日本のイノベーション概念の受け入れ方，
翻訳の仕方の違いである。「景気循環論・日本語
版」は，前述の「新結合」を実現することが「イ
ノベーション」であると記述する箇所の「innova-
tion」を「革新」と訳した。「景気循環論・独語
版」はどうしたか。外来語である「Innovation」
を使ったのである＊16。
実は，「経済発展論・英語版」には，すでに

「innovation」の語は登場している。これは，「経
済発展論・独語 2版」に登場する「Neuerun-
gen」に対応する英語として当てられている。こ
のとき，「Neuerungen」はのちに「イノベーショ
ン」がもつことになる独特の含意（新結合）はなく，

一般的な語として，「新しくすること」といった
意味で用いられており，その翻訳である「経済発
展論・英語版」の「innovation」も同様に一般的
な語として用いられており，「新結合」とは関係
づけられていない。「経済発展論・日本語版」で
は「Neuerungen」に対して，「革新」の語を当て
ている。
つ ま り，『景 気 循 環 論』が「innovation」に

「新結合」の意味を与えたことで，「イノベーショ
ン」は専門用語になった。その「イノベーショ
ン」が後のイノベーション論，イノベーション政
策などの議論につながっていくことになる。ドイ
ツは「Innovation」という外来語を当てることで，
一般的な語である「Neuerungen」とは区別した
が，日本は，新しい含意を持った「innovation」
に一般的な語である「革新」を当て続けた。この
ことが，日本では「イノベーション」が，最近に
なって突然出現した流行語のように感じられる遠
因にもなっているのではないだろうか。

2．日本におけるイノベーション
概念の受容

2．1．技術革新ブーム
シュンペーターの『経済発展の理論』は 1937
年に邦訳「経済発展論・日本語版」が出版され，
「新結合」の概念が輸入されたが，シュンペータ
ー自身が「新結合」を「イノベーション」と明記
した『景気循環論』の邦訳「景気循環論・日本語
版」は 1958年まで刊行されずにいた。それに先
駆けて，『景気循環論』のイノベーション概念を
紹介したのが 1956年 7月の『経済白書』（昭和 31

年度年次経済報告）である。
白書は「技術革新と世界景気」の項の中で，

「世界景気の堅実な力強い発展の蔭に潜む基礎的
な動因は，大衆購買力の増加による耐久消費財の
売れ行き増加と技術革新のための新投資の増大で
あろう。…（中略）…投資活動の原動力となる技術
の進歩とは原子力の平和的利用とオートメイショ
ンによって代表される技術革新（イノベーション）で

to by the term Innovation.」である。なお，「景気循環論・日
本語版」の該当箇所は「すでに使われている商品の生産につい
ての技術上の変化，新市場や新供給源泉の開拓，作業のテーラ
ー組織化，材料処理の改良，百貨店のような新事業組織の設立
　――　略言すれば，経済生活の領域での「ちがつたやり方でこと
を運ぶこと」　――　，すべてこれらのことはわれわれが革新とい
う言葉で呼ぼうとするものの事例である。」（シュムペーター

（1958），p. 121）と翻訳しており，「innovation」は「革新」に
置き換えられている。
＊14―Schumpeter, J. （1939）, p. 88. 具体的には「（we may ex-
press the same thing by saying that innovation combines fac-
tors in a new way, or that） It consists in carrying out New 
Combinations」である。なお，「景気循環論・日本語版」では，

「B. The Theory of Innovation」を「B 革新の理論」と翻訳し，
「革新は新結合を遂行することにある」と英語版の「innova-
tion」に「革 新」を 当 て て い る（シ ュ ム ペ ー タ ー（1958），p. 
126）。
＊15―Schumpeter, J. （1928）: The Instability of Capitalism, 
The Economic Journal, 38（151）, 361-386
＊16―例えば，「景気循環論・英語版」の「B. The Theory of 
Innovation」は「B. Die Theorie der Innovation」である

（Schumpeter, J. （1961）, p. 94）。
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ある。」＊17と，括弧の中ながら「イノベーショ
ン」の語を紹介した。シュンペーターや『景気循
環論』を引用しているわけではないため，白書の
記述には，シュンペーターの「新結合」や「イノ
ベーション」概念を連想させるものはない。むし
ろ，シュンペーターを知らない者が読めば，「技
術革新」は，原子力やオートメイション等の技術
の進歩をイメージさせる，特殊な語と認識された
可能性がある。
白書の「技術革新」に関する記述は関心を呼ん
だようで，通産省は『通商産業研究』の 1956年
11月号で特集「技術革新の意味するもの」＊18を
組み，科学技術庁は『科学技術調査月報』に「技
術革新」＊19を掲載した。『経済白書』を含めて，
これらに共通するのは，過去の技術発展のブーム，
すなわち，蒸気機関の発明による産業革命の時代，
鉄道の普及・製鉄の発展の時代，電気・化学・自
動車・航空機などが出現した時代に続く第 4の
技術のブームが，当時の原子力，オートメーショ
ンを始めとする多様な技術の発展であり，それが
第二次世界大戦後の欧米の長期の好況をもたらし
ていると捉えている点である＊20。
こうして「技術革新（イノベーション）」が一種の

ブームとなった。「景気循環論・日本語版」は
「イノベーション」の語を日本に紹介するチャン
スであったが，「innovation」の訳語に「革新」
という一般的な意味で用いられる語を当ててしま
ったために，そのチャンスを逃した。そのため，
日本社会では「イノベーション」の語は一般化せ
ず，もっぱら「技術革新」の語が用いられ，結果
として，日本では「イノベーション」が技術に偏
して捉えられる傾向が続くことになる。シュンペ
ーターの「イノベーション」は技術的要素に限定

しているわけではないにもかかわらず，である。

2．2．技術革新への違和感
『経済白書』がどのような経緯で「技術革新」
なる語を「イノベーション」に対応する日本語と
して生み出したのかはわからない。
経済白書が「技術革新」という表現を用いたこ
とに関して，技術史家の星野芳郎はシュンペータ
ーの『景気循環論』（邦訳刊行前であったので，「景気循環
論・英語版」を参照したものと思われる）の「イノベーシ
ョン」の定義を紹介しながら，「innovation」を
「技術革新」と訳すのは適切ではないと指摘した。
すなわち，「最近一般につかわれている技術革新
という用語の内容は，すでに innovationの内容
とはちがっていて，せまい意味での技術的変革に
強いアクセントがおかれているようである。だか
ら，「技術革新」は一種あいまいな新語として登
場してきたという感がある。」＊21と評している。
つまり，「技術革新＝イノベーション」ではなく，
「技術革新」は「イノベーション」から着想を得
た日本語の造語なのである。「技術革新」という
語は，少なくとも専門家からは，当初から違和感
をもって受け止められていたようである。
当時の日本経済は，主として米国からの技術導
入が活発に行われ，製鉄業の近代化，石油化学コ
ンビナートの建設，いわゆる白物家電やラジオ，
テレビの普及の始まり，統計的品質管理の導入な
ど，大きな変革期を迎えていた。そのような変化
に代表される「技術革新」への関心が高まる中で，
星野はその後，「技術革新」に関して複数の論稿
を著し，「技術革新」のスポークスマンのような
役割を演じた。1958 年には岩波新書から『技術
革新』＊22，勁草書房から『技術革新の根本問
題』＊23を相次いで刊行し，後者の冒頭には，『世
界』1957年 3月号に書いた「新産業革命の展望
―技術革新とは何か―」＊24を採録している。

＊17―経済企画庁（1956）：昭和 31 年度年次経済報告，33-34
＊18―通商産業研究（1956）：特集 技術革新の意味するもの，
通商産業研究，4（11）, 1-73
＊19―大西修（1957）：技術革新，科学技術調査月報，3, 1-32
＊20―なお，『通商産業研究』の特集には，単に技術の発展に
とどまらず，多様な事例をシュンペーターの「新結合」の分類
に倣って整理するなど，技術にとどまらない幅広い「イノベー
ション」に注目している記事もあった。

＊21―星野芳郎（1956）：「技術革新と資本主義」『経済評論』復
刊 5（5）, 39-48
＊22―星野芳郎（1958a）：『技術革新』（岩波新書）岩波書店
＊23―星野芳郎（1958b）：『技術革新の根本問題』勁草書房
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『技術革新』は，「“技術革新”とはみょうな言
葉である。」で始まる。そして，技術史家も，技
術革命，技術の変革という言葉は使うことがある
が，技術革新は使わない，日本語の語彙としても
市民権をもっていない，と言う。さらに「技術革
新」は「シュムペーター経済学で言うイノベーシ
ョン（Innovation）の訳語だとされているが，白書に
ならってこの言葉をつかいだした人たちは，大部
分が，シュムペーターがどういう意味でこの概念
をもちだしたか，ということなどは，べつに気に
もとめていない。“技術革新”はシュムペーター
にはおかまいなしに独走をはじめている。」，「『経
済白書』以前は，多くは「革新」とか「新基軸」
とかいうように訳されていた。」と，「技術革新」
が独特の造語であることを指摘するのである＊25。

2．3．「イノベーション」の先駆的出現
約 20年後，1978年に『イノベーション政策―

産業技術革新を求めて―』＊26が出版された。これ
は英国サセックス大学に 1966年に設立された
SPRU（Science Policy Research Unit）の研究者，パビッ
ト（K. Pavitt）と ウ ォ ル カ ー（W. Walker）に よ る Re-
search Policy誌の論文＊27の翻訳である。翻訳は
当時の通産省工業技術院技術調査課の職員たちに
よって行われた。論文の前半は，その当時のイノ
ベーション研究のレビューであり，後半は，イギ
リス，フランス，ドイツ，オランダ各国の政策の
実証的レビューである。
日本語の表題は「イノベーション政策」である
が，原著の表題には「Innovation policy」という
概念は登場せず，原題のニュアンスを反映してい
るのは，副題の「産業技術革新を求めて」のほう
であろう。また，論文の対象も技術的イノベーシ

ョン（technological innovation，訳書では「技術革新」と表現）

を対象とし，イノベーション全体ではない＊28。
本書は『経済白書』とは逆に，技術イノベーショ
ンを対象にしながら，表題は「イノベーション」
を採用している。しかし，この「イノベーショ
ン」の概念も「技術革新」に取って代わるタイミ
ングを逃すことになるのである。
皮肉なことに，1980年前後から，欧米諸国は

「イノベーション」への関心を高め，イノベーシ
ョン政策が進化しはじめたのであるが，日本では，
経済摩擦，技術摩擦を通じて，産業技術支援政策
に対する外国からの批判に直面し，さらに「基礎
研究ただ乗り」＊29批判もあり，1990年代にかけ
て科学技術政策，産業技術政策は基礎研究重視に
舵を切った。しかも，「イノベーション」が「技
術革新」にとどまる限りは，欧米諸国と異なり，
産業技術政策が先行して存在していたことから，
産業技術政策とイノベーション政策との違いは明
確でなく，欧米とは逆に「イノベーション」やイ
ノベーション政策がほとんど議論に上らない状態
が続いたのである＊30。

3．原典を踏まえて

日本で「イノベーション」が市民権を得るよう
になるのは 2000年前後からである。『平成 14年
版科学技術白書』の第 1部「知による新時代の
社会経済の剏造に向けて」は，「イノベーショ
ン」をテーマとして取り上げ，イノベーション論
およびイノベーション政策の概説にもなっている。
シュンペーターを「イノベーション」の主唱者と
し，『経済発展の理論』の「新結合」の 5つの類

＊24―星野芳郎（1957）：「新産業革命の展望―技術革新とは何
か―」『世界』135, 63-70
＊25―星野芳郎（1958a），pp. 1-2.
＊26―パビット，ウォルカー（島弘志ほか訳）（1978）：イノベー
ション政策　――　産業技術革新を求めて，産業調査会
＊27―Pavitt, K. and Walker, W. （1976）: Government Policies 
towards Industrial Innovation: A Review, Research Policy, 5

（1）, 11-97

＊28―Pavitt and Walker （1976）, p. 15; パビット，ウォルカー
（1978）, p. 13
＊29―日本は基礎研究の歴史も浅く，十分に投資してこなかっ
たにもかかわらず，日本の産業界は，西欧社会が歴史的に築い
てきた基礎研究の成果にただ乗りして利潤を上げているのでは
ないか，日本社会も相応の負担をすべきではないか，という趣
旨の議論。
＊30―小林信一（2004）：1995 年の科学技術政策，学術の動向，
9（6）, 47-53
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型を紹介している＊31。また，末尾では「イノベ
ーションの剏出を一層活性化させていくためには，
研究開発を推進するばかりでなく，およそ社会全
体を視野に入れた幅広い，総合的な取組が必要に
なるものと考えられる。」＊32と記しており，「イノ
ベーション」を技術革新ブーム時のような「イノ
ベーション＝技術革新」といった狭い意味ではな
く，本来の広い意味で紹介している。
また，2008年には議員立法で「研究開発力強

化法」が成立した。同法は，法律において初めて
「イノベーション」の語を用いた。第 2条 5は
「「イノベーションの剏出」とは，新商品の開発又
は生産，新役務の開発又は提供，商品の新たな生
産又は販売の方式の導入，役務の新たな提供の方
式の導入，新たな経営管理方法の導入等を通じて
新たな価値を生み出し，経済社会の大きな変化を
剏出することをいう。」と定義した。これにより，
「イノベーション」（イノベーションの剏出）の概念が法
的に明確化されたが，この定義は，明らかにシュ
ンペーターの「新結合」もしくは「イノベーショ
ン」の定義に沿ったものである。
以上のような経緯を踏まえれば，日本において
イノベーション政策を議論する上では，批判的に
吟味するにせよ，シュンペーターの「イノベーシ
ョン」概念と日本におけるその受容過程の特殊性
に対する理解は必須の条件であろう。
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