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概要 
作成日 H15.3.30 

制度・プログラム名 新製造技術プログラム 中小企業の技術基盤強化対策 
事業(プロジェクト名) ものづくり IT 融合化推進技術

の研究開発（中小企業技術基盤

強化推進事業） 

PJコード  

事業担当推進部室・担当者 産業技術開発室  

事業概要 「ものづくり」に情報技術（ＩＴ）を活用し、中小製造業にとって重要な

加工全般にわたる技能の技術化を支援するとともに、設計・製造業務の基

幹情報の共有・有効活用できるソフトウェア基盤を確立することで、我が

国中小製造業の競争力の維持、強化を図る。 
１．事業の目的・政策的

位置付けについて    
【ＮＥＤＯが関与する意義】

【実施の効果（費用対効果）】

【事業の背景・目的・位置付け】 

我が国の製造業は、熟練技能者の技能を活用することで持続的な創意工

夫を生み出し、高い国際競争力を維持してきた。しかし、技能者の高齢化

や若者の製造業離れにより技能が喪失し、国際競争力の大幅な低下につな

がることが危惧されている。 

一方で、IT は新規産業や雇用の創出など我が国経済の競争力強化に重要

な役割を担うと期待され、製造業においても CAD/CAM を中心にして情報化

が進展しつつあるが、コンピュータ専門知識の少ない中小製造業において

は、自社業務の IT化推進に必要なアプリケーションを独自に開発すること
が困難な状況にあり、その結果、業務への IT適用は限定的となり、設計・
製造業務の基幹情報（製品モデル情報）の共有、有効活用が十分に行えて

いない。 

平成１２年には、小渕内閣の下で「ものづくり懇談会」が開催され「我

が国製造業の国際競争力の維持・強化のためには、情報技術の活用により

技能を可能な限り技術に置き換え、情報技術と製造技術を融合した生産シ

ステムを構築することが必要である」との指摘がなされている。 

このような状況を踏まえ、本事業では近年技術進歩の著しい情報技術を

「ものづくり」に活用することにより、一般機械部品を対象として中小製

造業にとって重要な加工全般にわたる技能をデジタル化した技術情報とし

て蓄積、活用する技術、及び中小製造業における設計・製造業務の IT 化を

支援するために必要な情報基盤技術を開発する。 

これらの研究開発により、技能の維持･活用が可能となるだけでなく、設

計・製造業務の効率化や加工技術の高度化を実現することにより、我が国

中小製造業の国際競争力の維持、強化を図る。 

ものづくりの技能は、一度喪失すれば産業の基盤を崩してしまうかけが

えのないものであり、我が国の中小製造業が中心になって担っているもの

づくりの力が失われれば、同時に我が国製造業の基盤が失われる危険があ
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る。本事業で取り組む研究開発は、技能をデジタル化した技術情報として

置き換えることにより技能の蓄積、活用を可能とし、中小製造業の業務の

迅速化・効率化を実現すると共に、品質や加工技術の維持・向上を通じて

国際競争力の維持・強化に大きく貢献するものである。 

また、このような研究開発は、一般機械部品に関する広範囲な加工法を

対象にした技術開発が求められるため、資金や技術面において中小製造業

者が単独で取り組むことは困難である。加えて、本研究開発は、その緊急

性や共通基盤性を考えると本質的に国のプロジェクトとして行うことが適

当である。 

２．研究開発マネジメン

トについて       

【事業の目標】 

中小製造業の競争力強化と新たな展開に貢献する事を目的に、一般機械

部品の加工及び、その設計に於ける技能やノウハウの技術化を製造技術と

情報技術の融合により実現し、高信頼性・高精度な技術情報を、ものづく

りの現場で利用可能なシステムとして実現する。 
特に、熟練技能者の技能の喪失を防ぎ有効活用を促進する事を目的に、

平成１９年度までに、熟練技能者が保有する加工技能のデジタル技術化を

実施すると共に、技能の技術化を支援する方法を開発する。 
 また、設計・製造業務の基幹情報（製品モデル情報）の企業間、企業内

での共用、有効活用を促進するために、平成１７年度までに、これを可能

とするための情報基盤技術を確立し、併せてアプリケーション開発の効率

化及び中小製造業者自身によるアプリケーション開発を可能とするための

アプリケーション開発基盤を整備する。 
これにより、経験の浅い作業者が熟練者に近いレベルの作業を行うこと

が可能となるばかりでなく、熟練者がその高度な能力を新たなプロセスイ

ノベーションに振り向けることが可能になり、我が国製造業の強みである

製造プロセス技術の一層の強化に繋がることが期待される。 

主な実施事項 H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy H18fy H19fy  

技能の技術化に

関する研究開発 

        

ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの研究

開発 

        

総合調査研究         

【事業の計画内容】詳し

くは本文表３，表４を参

照 

成果とりまとめ         

(単位：百万円) H13fy H14fy H15fy H16fy H17fy H18fy H19fy 総額 

当初 742 668 325     3885 一般 

会計 実績 686 618       
当初         特会 

実績         

【開発予算】 

特会 当初         
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 実績         
当初         特会 

実績         
当初 742 668 325      

 

総予 

算額 実績 686 618       
経済省担当原課 中小企業庁経営支援部技術課 

運営機関 新エネルギー・産業技術総合開発機構 

プロジェクトリーダー 所属 産業技術総合研究所 氏名 小島俊雄 

委託先 (独)産業技術総合研究所 ものづくり先端技術ｾﾝﾀｰ 

【開発体制】 

委託先研究開発体制 推進会議（運営方針の審議、決定） 

WG合同会議（技術課題、運営方針についての討議） 

調査WG（加工技能関係 12WG、プラットフォーム関

係３WGにより研究開発の推進、支援） 

共同研究先 15機関 

【情勢変化への対応】 中小企業の置かれている環境は一段と厳しいものとなっており、本プロ

ジェクトの重要性はますます高くなっている。このため、本プロジェクト

では成果の実用化を加速するため、加工条件・加工事例データベース、

PDQ チェッカー、プラットフォームなどの開発を当初の計画より早め、
デモの実施、ユーザによる試用・評価を前倒しで実施している。 
  そこで、当初平成１６年度実施予定であった「加工全般にわたる技能の
技術化に関する研究開発」の中間評価は、「設計・製造支援アプリケーシ

ョンのためのプラットフォームの研究開発」と同時期に、平成１５年度に

前倒しで実施する事とした。 

【今後の事業の方向性】  我が国の中小製造業は、高度な新技術と優れた作業者の技能が相互に刺

激しあい、持続的な創意工夫を生み出すことによって高いものづくり力を

保ってきたことはよく知られている。しかし、昨今の作業者の高齢化やグ

ローバル化などにより、そうした高いものづくり力を維持することが困難

になりつつあり、国際競争力の大幅な低下につながることが危惧されてい

る。そこで本プロジェクトでは、中小製造業の業務の中でも重要な地位を

占める機械部品の加工全般に着目し、そこにおける加工技能のデジタル化

を図り、情報をインターネットで公開するとともに、基盤となる情報共有

化技術とユーザ中小製造業が独自の設計・製造情報システム環境を構築で

きる情報技術の開発を目指してきた。今後も、その方向性に変化はなく、

我が国の中小製造業に利用される成果を提供し貢献していく。 
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３．研究開発成果 
 
(写真、図、表の使用可) 
 
(要素技術含む) 

機械部品加工を主要な業務とする中小製造業のものづくり力強化のた

め、企業が直面する技術課題に直接的な解決策を提示するだけでなく、解

決策の根拠や説明を含めることにより中小製造業の機動的な課題対応の支

援を実用レベルで実現することを目標とした研究開発を行う。本計画は、

体系的な手法に基づいた加工技能の技術化に関わる情報集積と集積手法の

開発を目指した「加工全般にわたる技能の技術化に関する研究開発」、な

らび設計・製造支援に関係する種々のソフトウェアシステムの連繋や自社

業務へのカスタマイズ機能を実現することを目指した「設計・製造支援ア

プリケーションのためのプラットフォームの研究開発」を行い、両テーマ

が相互に連携して運用される一体的な取り組みを実施した。 

本研究では、ものづくり先端技術研究センターにおいて、産業界、大学、

公設試験研究機関からの客員研究員や委員で構成する柔軟かつ機動的な研

究組織を設けて、それらの緊密な連携の下で研究開発を進め、研究開発成

果の中小製造業における実用化の推進を図った。その結果、研究開発項目

ごとに以下の結果を得た。 

「加工全般にわたる技能の技術化に関する研究開発」 

（１）加工条件・加工事例データベースの開発では、成形、除去、付加に

分類する一般機械部品の主要な加工分野を対象に、それぞれ、1500 件、1000

件、800 件と中間目標を大きく上回る成果を得た。図 A に開発した加工条

件データベースの例、図 B に加工事例データベースの例（アーク溶接）を

示す。改質加工については、研究体制を整え、データ 23件を得た。 
 集積したデータは加工分野ごとに技術解説、プログラムや実験結果を根

拠とした記述等で構成するシート単位でまとめており、有用性が高い。 
また、インターネット上の分散技術情報源として連繋動作するシステムと

して突合せ検索機能を開発中である。その他、データ検索機能に関しては、

汎用の絞込み検索機能を開発し、初回の検索で適切な回答を得ることが可

能になった。データベースは現状では、HTML または XML で開発しており、

データ登録、修正、システム拡張に関しては、検索アルゴリズムの定義、

データ書式の公開により、ユーザが自由に追加・修正可能な設計である。

重複・矛盾の回避などの機能はデータベース管理システムの機能を基本に

検索機能を組合わせて実現する予定である。以上総合して、中間目標を上

回る成果が得られた。 
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  図 A 加工条件データベースの例 

 

  図 B 加工事例データベースの例 

（２）データベース活用機能の開発では、 

テム、鋳造湯流れ・凝固解

索、初回の実行で適切な回答が得ら

 

 

 

 鍛造型寿命予測システム、鍛造工程設計シス

析シミュレータ、突合せ検索機能、絞込み検索機能の５種類のデータベー

ス活用機能を開発した。特に突合せ検索と絞込み検索機能は適用分野に依

存しない汎用性の高い技術である。 

 中間目標については、漏れのない検

れること、使用者による検索機能の追加修正が可能となるための機能付与

を図ることとされている。鍛造型寿命予測システム、鍛造工程設計システ

ムのシミュレーションベースのシステムは設定パラメータ、アルゴリズム

を公開し、ユーザ独自のカスタマイズが可能なようにシステム設計を進め

る。鋳造湯流れ・凝固解析シミュレータについては、他のシミュレータで

は実装されていないポロシティ予測の目的に絞りこみ、ユーザ所有のシミ

ュレーションシステムに補完的に利用可能なようにシステム開発を進めて

いる。しかし、シミュレーションが試行錯誤により解を求めるツールであ
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るという性格上、初回の実行で適切な回答を得ることは困難であり、複数

の解候補を示しユーザに選択を委ねるなどの方法を採用する予定である。

突合せ検索、絞込み検索については選択基準・アルゴリズムの明示は容易

であり、中間目標のすべての項目について達成しており、最終目標につい

てもマニュアルの整備等で達成可能である。図 C に、突合せ検索のユーザ

インタフェイス画面を示す。 

      図 C 突合せ検索の表示画面 
「設計・製造支援アプリケーションのためのプラットフォームの研究開発」 

の

ト動作基盤（component framework）である、
「

設計・製造業務の基幹情報の企業間、企業内各部門での共用、有効活用

促進とアプリケーション開発基盤の整備のため、産総研ではソフトウェ

ア・コンポーネント技術に基づくプラットフォーム（図 D）開発を実施し
た。本研究のコンポーネントはオブジェクト指向技術のクラス－オブジェ

クトの集合体として定義されるもので、設計・製造業務の基幹情報である

製品モデル情報とその情報を取り扱うプログラム（メソッド）をクラス－

オブジェクトとして表現する方法を示した。具体的に、製品モデル情報の

国際標準である ISO10303（STEP）データの形状読込機能を開発し、市販
CAD で作成された製品モデルをコンポーネント内のオブジェクトとして
取り扱う機能を開発した。 
また、これらコンポーネン

コンポーネントバス」を新たに創案し、その基本機能をプログラムとし

て実装した（特許出願中）。コンポーネントバスは、アプリケーション開発

基盤としても動作する。コンポーネントバスの一つの機能である「アプリ

ケーションビルダー」（ビルダー（図 E））を利用すると、コンピュータの
専門知識の少ない利用者にも、簡便な操作でアプリケーション開発が可能

となる。さらにビルダーで商用レベルのアプリケーション開発が可能であ

ることを、３次元形状情報の品質確認機能（PDQチェッカー）開発で確認
した。また、コンポーネントバスはコンポーネントの組合せの情報とタグ
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言語である XML（Extensible Markup Language）との相互変換機能を持
ち、製品モデル情報の共有、有効活用の範囲を大きく広げた。なお、「プラ

ットフォーム」とは、これらコンポーネントバス、ビルダーおよび広く利

用可能なコンポーネント群全体の総称である。 
プラットフォームおよび PDQチェッカー（図 F）は、研究協力企業数社
に

総合して、中間目標を上回る成果が得られ、最終目標も達成可能

で

 

E アプリケーションビルダー 

 

おいて実製品データによる試用、評価を受け機能改善を行った。また、

ある企業では企業独自の要求を PDQ チェッカーへの機能追加として短期
間で開発しプラットフォームの有効性の確認を行った。また、PDQチェッ
カーは（社）日本自動車工業会で商用アプリケーションと同列に評価対象

とされ、その結果は平成 15 年 6 月にホームページ上に公開される予定で
ある。 
以上、

ある。 

図 D プラットフォームアーキテクチャ 

図

 

Component Bus
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図 F PDQチェッカー 

 

「総合調査研究」 

「①加工全般にわたる技能の技術化に関する研究開発」および「②設計・

製造支援アプリケーションのためのプラットフォームの研究開発」の２テ

ーマに関して、相互連携を図り一体的な研究開発を進めるため、プロジェ

クトの政策的な視点からの調査研究・審議を推進会議で、技術的な視点か

らの調査研究・検討をＷＧ合同会議でそれぞれ行い、その結果を研究開発

に反映させた。また、ものづくり先端技術研究センターのホームページを

立ち上げ、センターの活動を公表するとともに、ホームページ上に「もの

づくり・IT 融合推進研究会」（会員制、会費無料）を設立し、研究成果の
発信、普及を図っている。平成 15年 3月 31日現在、会員数 98である。 
平成 15年 2月 12日東京都葛飾区において、第 1回ものづくりシンポジウ
ムを開催し、146名の参加があった。加工データベース、PDQチェッカー、
プラットフォームなどの研究成果を紹介し、続いて中小企業への研究成果

適用事例を 4 件紹介した。ものづくり相談室を併設し、１０件ほどの技術
相談を受けた。事後の反響も含めて、盛況であった。引き続いて、平成 15
年 4月 22日名古屋市において、第２回ものづくりシンポジウムを開催し、
中小企業、技術士会を中心に 104名の参加があった。ここでは加工データ
ベースと PDQ チェッカーの企業適用事例の発表と、公設研究機関による
連携活動の発表があった。中部経済新聞に紹介され、問い合わせが多数あ

った。 
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(特許・論文等について
件数を記載) 

特許 ５件         知的基盤 ４件 

論文 ３０件        受賞・表彰 ２件 

解説 ６件         依頼・招待講演 ３０件 

技術相談 １０６件     共同研究 １５件 

４．実用化、事業化の

見通し 

「加工全般にわたる技能の技術化に関する研究開発」 
鋳造、鍛造、金属プレス、射出成形、切削、研削、研磨、レーザー切断、

レーザー溶接、アーク溶接、めっき、溶射の１２加工分野における研究成

果をWeb閲覧システムとして実現し、平成 15年度の早期に評価版を公開
する。公開の対象はものづくり・IT融合推進研究会に登録し、秘密保持契
約を結んだユーザとすることとしている。 
加工条件・加工事例データベースのほかに、鋳造、鍛造、溶接分野にお

けるシミュレーション、加工データの検索システム（絞込み検索、突合せ

検索）、アニメ、画像を利用した解説などが組み合わされている。情報集積

の品質の向上、現場ニーズに直結した情報発信を目指して開発改良を進め、

普及を促進する。 
データベース及び活用システムの改良・維持並びに導入支援を可能とす

るために、平成１５年度中に維持組織の検討のため、共同調査研究を実施

する。また、個別の加工技術を基にした産総研ベンチャーの設立を図る。 
「設計・製造支援アプリケーションのためのプラットフォームの研究開発」 
設計・製造プラットフォームおよび PDQチェッカーは平成 14年度末に
第 1 版の開発を完了した。現在、ユーザ企業６社に配布して有効性の評価
を進めている。実務利用への打診が多数来ており、日経デジタル・エンジ

ニアリング誌で紹介されたことにより、自動車関連の中小製造業における

需要はかなりのものが予想される。平成 15 年 6 月には設計製造ソリュー
ション展に出展の予定である。 
これを受け、プラットフォームおよび PDQ チェッカーについて、平成

15年度中に産総研ベンチャー制度を利用した事業化を行い、自律的な改良
保守体制を確立し、自動車関連企業を含む幅広いユーザへの普及を進める。

また、プラットフォーム上で運用するアプリケーションプログラムを多数

開発し、普及を促進するために、プラットフォーム・アプリケーション・

ベンダー企業グループを育成する。 
上記の２研究開発項目について、平成 15年度より、中小製造業での実用
化を促進する連携開発を進める。 

実施時期 １５年度 中間評価実施 評価履歴 
評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 
実施時期 ２０年度 事後評価実施予定 

５．評価に関する事項 
【評価実施時期】 
【評価項目・評価基準】 評価予定 

評価項目・評価基準 標準的評価項目・評価基準 
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「ものづくり・ＩＴ融合化推進技術の研究開発」（中間評価） 
評価概要（案） 

 
１．総論 
１）総合評価 
本プロジェクトは、中小製造業関連だけでは解決できない幅広い問題を抱えてい

ること、および費用が多くかかることから、我が国のものづくりにとって極めて重

要な課題であり、NEDO の事業として相応しいと判断する。実用化した場合、競
争力付与の大きな支援になり、中小製造業の技術力向上に寄与できるものと期待で

き、社会的な意義も高い。 
 研究開発体制は、プロジェクトリーダーを中心に概ね的確に運営されている。中

間段階での目標に関しては、前倒しで成果をあげていることなど、概ね達成してい

るものと判断するが、本プロジェクトで開発している「加工全般にわたる技能の技

術化」と「設計・製造支援アプリケーションのためのプラットフォーム」との有機

的連携を今後進めるべきである。 
さらに、システムの具体的な最終形を決め、実用化に向けた主要な課題を明確に

して、人力と資力をそれらへ重点的に配分し、できる限り前倒しで進めることが望

ましい。 
以上のことから、本プロジェクトは、現行の延長上で研究開発を継続し、最終的

には、中小製造業にとって使いやすく有益なシステムが、早期に構築されることを

期待する。 
 
２）今後への提言 
システムの普及や実用化の見通しを得る上でも、できる限り前倒しできるものは

行い、早期に成果を評価版として公開する方がよい。そして、評価版の試験運用に

おけるアンケートや評価の結果を、確実にフィードバックし、実用化に向けて、ユ

ーザーの意見を積極的に取り入れることが重要である。その際、web上で技術が流
出しないように、堅守なセキュリティーを検討すべきである。 
また、開発期間中にできるだけ数多くのデータを蓄積して質と量を確保すること、

プロジェクト終了時とその後のメンテナンスなどを含めた利用の姿を開発期間内

で検討すること、デジタルマイスター関連の他プロジェクトとの連携を可能な限り

図ることが必要である。 
 
２．各論 
１）事業の目的・位置付け 
我が国の優れた加工技能の伝承と IT化は、中小製造業が独自で取り組む課題と
しては大きいこと、国際競争力の維持と製造業の活性化の観点から重要であること

などから、本事業は目的および位置付け共に重要なプロジェクトであり、社会的意
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義も高い。特に「設計・製造支援アプリケーションのためのプラットフォーム」は、

安価で容易に利用できれば、「加工全般にわたる技能の技術化」と統合することに

より、競争力の付加に大きな武器となりうることが期待できる。 
技能や熟練を技術化するということは、どういうことを意味するのかについて、

さらに真剣に知恵を出し合う必要があると考える。 
 
２）研究開発マネージメント 
 研究体制は、産業技術総合研究所を中心に、日本全国の広範囲にわたる公設試、

大学、中小製造業から組織されており、プロジェクトリーダーにより効率的に運営

されている。体制の中に、専門家や有識者からなる推進委員会などを設置しており、

そこからの意見などが研究開発に活かされている。 
 中間目標である基本設計の完了について、多少不明確な点があり、今後は構築す

べきシステムの最終的な利用形態のイメージ、特に要求機能を明確化していく必要

がある。また、「加工全般にわたる技能の技術化」と「設計・製造支援アプリケー

ションのためのプラットフォーム」との有機的連携を今後進めるべきである。 
 さらに、中小企業等の現場技術者・技能者（利用者）の考え方の多様性を個別に

分析し、意見を反映させる組織等の枠組みを充実させることが求められる。 
 
３）研究開発成果 
予定より前倒しで開発が進められており、中間段階の目標は概ね達成している。

特に「設計・製造支援アプリケーションのためのプラットフォームの研究開発」は、

かなり期間を前倒しで開発が進められており、2年足らずの実績としては十分な成
果として評価できる。「加工全般にわたる技能の技術化に関する研究開発」の成果

では、開発した 3つの検索機能により使い易い活用機能が実現していることを評価
する。 
学会及び論文発表を数多く行っており、インターネットやセミナーで成果を公開

して、普及活動に努めていることは評価できる。 
 
４）実用化・事業化の見通し 
 加工全般にわたる技能の技術化は、検索のソフトウェアと中身の詰まったデータ

ベースが目玉であり、実用化というのは中小企業が実際に使用できることである。

データベースの初期の充実度、更新追加のシステムの使いやすさと機能に合格点が

つくような完成度が得られれば、実用化に結びつくものと考えられる。 
設計・製造支援アプリケーションのためのプラットフォームは、生産現場での効

率向上に、有効なツールになると期待できる。また、ベンチャーを立ち上げる準備

をしていることは評価できる。今後、ユーザーレベルを再度明確にして、使い易さ、

教育方法なども合わせて検討することが望まれる。 
プロジェクト全体として、実用化に結びつく可能性は高いが、それを実現するに
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は公的機関の役割、ベンチャー等の私企業の役割を明確にする枠組みに関しての議

論が必要である。これにより、実際に使用でき、中小企業の加工に役立つものにす

ることを期待する。 
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個別テーマに関する評価

 
 成果に対する評価 
加工全般にわたる

技能の技術化に関

する研究開発 

日本全国にわたる広範囲な研究組織で、短期間に多様な数多くのデータを収集し、3種類の特長ある検
索手法を開発してプロトタイプに実装したことは、中間目標を達成しているものと評価できる。 
しかしながら、収集したデータの量に関しては、有効性の高いデータとなるよう、データ数の目標達

成に満足することなくデータ収集を行う必要がある。また、データの質は重要であると考えられるため、

このプロジェクトの位置付けを明らかにした上で、どのようなデータが必要とされているかのニーズの

調査状況を踏まえて、ユーザーにとって価値があるものを収集する必要がある。 
また、刊行物に公表されたデータを任意に取り込める環境について検討することが望ましい。さらに、

普及のために、可能な限り成果を早めに公開していくことなど、十分な広報活動が不可欠である。 
設計・製造支援アプ

リケーションのた

めのプラットフォ

ームの研究開発 

共有できる PDQチェッカーをプラットフォームで作り、実証まで行ったことから、中間段階の目標は
達成している。プラットフォームは、生産現場での効率向上に有効なツールになることなどが期待でき

る。 
中小企業のエンジニアでも、利用できる能力のある人は、かなり限定されるような仕様となっている

ように思える。ユーザーレベルを再度明確にして、使い易さ、教育方法なども合わせて検討することが

望まれる。 
 今後、「加工全般にわたる技能の技術化」との連携を「設計・製造支援アプリケーションのためのプラ

ットフォーム」から近づけるよう考慮すること、および広く普及させるために、特長を明確にして広報

すること、計画段階や生産分野へ拡大すること、使いやすいシステムにするためにユーザーから多くの

意見を収集することなどを行うべきである。 
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評価項目 平均値

1.事業の目的・政策的位置付け 2.8 A A A A B B A A

2.研究開発ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄについて 2.3 B B B A B B B A

3.研究開発成果について 2.3 B A B A B C A B

4.実用化･事業化の見通しについて 1.5 C B C B C C B B
（注）A=3，B=2，C=1，D=0として事務局が数値に換算し、平均値を算出。

素点（注）

2.8

2.3

2.3

1.5

0.0 1.0 2.0 3.0

1.事業の目的・政策的位置付け

2.研究開発ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄについて

3.研究開発成果について

4.実用化･事業化の見通しについて

平均値

 
 

＜判定基準＞ 
(1)事業の目的・位置付け (3)研究開発成果について 
・非常に重要          →A 
・重要             →B 
・概ね妥当           →C 
・妥当性がない、又は失われた  →D 

・非常によい         →A 
・よい            →B 
・概ね妥当          →C 
・妥当とはいえない      →D 

(2)研究開発マネージメントについて (4)実用化・事業化の見通しについて 
・非常によい          →A 
・よい             →B 
・概ね適切           →C 
・適切とはいえない       →D 

・明確に実現可能なプランあり →A 
・実現可能なプランあり    →B 
・概ね実現可能なプランあり  →C 
・見通しが不明        →D 
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