
1

平成20年度追跡調査・評価の実施状況
１．平成20年度の追跡調査の実施状況

２．平成20年度の追跡調査結果

３．調査結果を踏まえた今後の課題

４．今後の予定

①詳細追跡調査で新たに把握した主な上市・製品化事例リスト

②平成20年度調査対象企業における派生技術／技術転用

③プロジェクトの成果からの派生技術／技術転用の例

④実用化への取り組みから派生した標準化活動・データベース整備等の事例

⑤ NEDOプロジェクトの上市・製品化までのリードタイム短縮効果と理由

⑥ NEDOプロジェクトへの参画動機

⑦プロジェクトに期待するメリット

⑧ 追跡チャートの類型化

⑨詳細追跡調査結果を踏まえた上市・製品化の要因

⑩平成20年度追跡調査結果を踏まえた企業の主な非継続・中止要因

第21回研究評価委員会

資料 8



2

１．平成20年度の追跡調査の実施状況

①追跡調査対象

②調査票の送付および回収状況

平成１４，１６，１８年度に終了したナショナルプロジェクトにおける簡易追跡調査を実施するとともに、平成１９年度終了プロジェクト
における事前準備を実施した。各終了年度のプロジェクト数および対象機関数を表１に示す。

表１：調査対象プロジェクトおよび送付先数

平成１４，１６，１８年度に終了したプロジェクトにおける簡易追跡調査票の送付および回収状況を表２に、詳細追跡調査票の
送付及び回収状況を表３に示す。

表２：簡易追跡調査票送付数の内訳と回収率 表３ 詳細追跡調査票送付数の内訳と回収率

簡易追跡調査で、新たに上市、製品化、実施後中止
が判明した企業及び、事前準備調査で非継続が判
明した企業を対象に詳細追跡調査を実施。

（※３）研究開発継続中の企業には、詳細追跡調査票を送付していない。

（※１）ナショナルプロジェクトを対象とする。テーマ公募型事業及び新エネルギー・省エネルギー導入普及事業等を除く
（※２）全ての企業及び中心的役割を担った独立行政法人・大学等

100%100%100%100%100%回収率

12337512510回収数
259

（※３）対象外

12337512510送付数

継続中合計非継続継続後中止製品化上市

100%100%97%100%99.8%回収率

7930382428回収数

7931382429送付数

総計

100%100%95%100%99.5%回収率

5520202232回収数

5521202233送付数

H18年度終了分

100%100%100%100%100%回収率

2485973回収数

2485973送付数

H16年度終了分

--100%100%100%回収率

002121123回収数

002121123送付数

H14年度終了分

その他独法大学企業総数

（内訳）
調査対象機関

43019489106341882151850237647産技分野エネルギー分野

62419542923373123調査対象機関数（※２）

743111863233241381811産技分野エネルギー分野

1051986362129H20調査対象プロジェクト数（※１）

H19小計H18H16H14
合計

事前準備調査簡易追跡調査
終了年度
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①詳細追跡調査で新たに把握した主な上市・製品化事例リスト（１／３）

ＮＥＤＯプロジェクトによる追加的な効果の見方
時間短縮 [単位は年、ただし∞：プロジェクトはプロジェクトが無かったら自社では実施していないもの]

性能向上 [著しく向上：＋＋＋、かなり向上：＋＋、少し向上：＋、なし：-]

コスト削減 [著しく削減：＋＋＋、かなり削減：＋＋、少し削減：＋、なし：-]

品質向上 [著しく向上：＋＋＋、かなり向上：＋＋、少し向上：＋、なし：-]

＜参照：別紙＞

２．平成20年度の追跡調査結果

時間
短縮
（年）

性能
向上

コスト
削減

品質
向上

18 バイオ 横河電機株
式会社

細胞内ネットワークのダイ
ナミズム解析技術開発(H14
～H18)

共焦点スキャナユニット
ＣＳＵ－Ｘ１

生細胞内で起こる生体分子の動的変化を、世界 高速(３色分解を１億1,000万画素デー
タ／秒以上)、高い3次元空間分解能（50nm）で観察できる性能がある。

5 +++ + ++ 約７割

18 バイオ 株式会社ニコ
ン

細胞内ネットワークのダイ
ナミズム解析技術開発(H16
～H18)

研究用倒立顕微鏡
「ECLIPSE Ti」

生きた細胞（ライブセル）の 先端研究分野のユーザーを対象に、生きた細胞の観察、画
像取得やその解析ができる研究用倒立顕微鏡の改良型を2007年11月に発売。プロジェク
トで開発した独自の自動焦点維持装置「パーフェクトフォーカスシステム（PFS）」と画像統
合ソフトウエアである「NIS-Elements」を導入。

2 + - + 約1割

18 バイオ 栄研化学株
式会社

細胞内ネットワークのダイ
ナミズム解析技術開発(H14
～H18)

抗リン酸化酵素モノク
ローナル抗体

自社では抗体そのものを研究用試薬として販売することは行っていないため、販売メー
カーへ抗体産生株を導出し、抗体精製品として製造、販売。

∞ ++ - ++ 約７割

18 バイオ 日本電子株
式会社

生体高分子立体構造情報
解析(H14～H18)

極低温電子顕微鏡 全世界の主要８大学・研究所に、合計１０台30億円を納入。世界中で構造解析された６種
類の膜たんぱく質の全てが本装置を用いて解析。

∞ ++ - ++ 未記入

14 バイオ 東芝メディカ
ルシステムズ
株式会社

診断支援型超音波血管内
三次元イメージングシステ
ム（H10～H14)

三次元超音波診断シス
テム

プロジェクト終了後、３Ｄ超音波診断システムとして製品を開発。2007年12月より順次世界
各国向けに製品を販売。三次元的な心臓の壁運動追跡が可能となり、虚血性心疾患や
非同期収縮などの状態を、立体的に観察・解析でき、客観的で高度の診断を可能とする。 0 ++ + ++ 約4割

18 バイオ 株式会社東
洋発酵

バイオプロセス実用化開発
(H16～H18)
【１／２助成】

血中脂質低下・内臓脂
肪低減効果を持つ５－
カンペステノンを高含有
する機能性食品素材
フィトステノン「ユニフェ
ス」（を含む健康食品）

血中脂質低下・内臓脂肪低減効果を持つ５－カンペステノンを高含有する機能性食品素
材フィトステノンを上市。商品名は「ユニフェス」。自社ではフィトステノンを含む健康食品を
開発。自社子会社を通じて、健康食品として販売。

2 ++ ++ +++ 約4割

18 バイオ 株式会社エー
ピーアイコー
ポレーション

バイオプロセス実用化開発
(H16～H18)
【１／２助成】

D-スレイトール 化粧品関係の展示会へ出展するなど化粧品メーカーへ積極的に紹介したところ、2007年6
月にＤ－スレイトール配合化粧品が発売。

数年 + ++ -
約３～
４割

製品名 内容

ＮＥＤＯプロジェクトによる
追加的な効果

NEDO
支援研
究段階
におけ
る支援
割合

終了
年度

分野 企業名 プロジェクト名



4

①平成20年度詳細追跡調査で新たに把握した主な上市・製品化事例リスト（２／３）

ＮＥＤＯプロジェクトによる追加的な効果の見方
時間短縮 [単位は年、ただし∞：プロジェクトはプロジェクトが無かったら自社では実施していないもの]

性能向上 [著しく向上：＋＋＋、かなり向上：＋＋、少し向上：＋、なし：-]

コスト削減 [著しく削減：＋＋＋、かなり削減：＋＋、少し削減：＋、なし：-]

品質向上 [著しく向上：＋＋＋、かなり向上：＋＋、少し向上：＋、なし：-]

＜参照：別紙＞

時間
短縮
（年）

性能
向上

コスト
削減

品質
向上

18 機械 みずほ情報
総研株式会
社

ＭＥＭＳ用設計・解析支援
システム開発プロジェクト
(H16～H18)

MemsONE 2007年5月β版の実費配布開始。2008年2月、MemsONEシリーズのソフトウェアとして、同
社が開発した機構解析シミュレータの開発、プロセス解析ツールの開発、機能拡張ソフ
ト・接合実装ソフト、データベース・知識データベースの開発、ナノインプリント加工・解析
システムの開発を上市。Ver2.0を2009年2月に上市。

0 ++ + ++ 約3割

18 機械 日本ユニシ
ス・エクセ
リューションズ
株式会社

ＭＥＭＳ用設計・解析支援
システム開発プロジェクト
(H16～H18)

MemsONE 2007年5月β版の実費配布開始。2008年2月、MemsONEシリーズのソフトウェアとして、同
社が開発したフレームワーク、ナノインプリント加工・解析システムの開発を上市。Ver2.0
を2009年1月に上市。 ∞ 未記入 未記入 未記入 約3割

18 機械 株式会社数
理システム

ＭＥＭＳ用設計・解析支援
システム開発プロジェクト
(H16～H18)

MemsONE 2008年2月、MemsONEシリーズのソフトウェアとして、同社が開発した（世界初の機能であ
る）逆問題解析、ＭＥＭＳ回路シミュレータを上市。回路シミュレータを用いると、機械と回
路を同時にシミュレートできる。 ∞ ++ +++ ++ 約10割

18 機械 株式会社小
松製作所

地中等埋設物探知・除去技
術開発(H14～H18)
【１／２助成】

対人地雷除去機
D85MS

プロジェクトでは、海外での実証試験を行い、対人地雷除去機を開発。ブルドーザーを
ベースマシンとし、山岳地帯や傾斜のある場所でも作業速度が速く場所を選ばない。除去
率が高く、除去後の農地へ転用が容易といった特長がある。2007年8月に現地で納入。 1 ++ - ++ 約3割

18 機械 川崎重工業
株式会社

地中等埋設物探知・除去技
術開発(H14～H18)
【１／２助成】

対人地雷除去システム
（ＭＩＮＥＢＵＬＬシステ
ム）

プロジェクトでは、海外での実証試験を行い、遠隔制御型対人地雷除去機及び遠隔操縦・
操作機材を開発。2006年6月、高い安全性と効率性を兼ね備えた人道的地雷除去システ
ム「ＢＵＬＬＤＯＧシステム」を発表。2007年には、このＢＵＬＬＤＯＧシステムの一つである
ＭＩＮＥＢＵＬＬシステムを海外現地スタッフへ引渡。

0 + - + 約3割

18 機械 日立建機株
式会社／山
梨日立建機
株式会社

地中等埋設物探知・除去技
術開発(H14～H18)
【１／２助成】

FV３０自走式地雷除去
機

大型地雷が埋設されると想定され、且つ平坦で低木な地雷原での地雷除去に適し、万が
一大型地雷に遭遇しても軽整備で修理可能な機械。処理能力は従来（旋回型）の約４倍。

2～3 ++ - ++ 約１割

ＮＥＤＯプロジェクトによる
追加的な効果

終了
年度

分野 企業名 プロジェクト名 製品名 内容

NEDO
支援研
究段階
におけ
る支援
割合
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ＮＥＤＯプロジェクトによる追加的な効果の見方
時間短縮 [単位は年、ただし∞：プロジェクトはプロジェクトが無かったら自社では実施していないもの]

性能向上 [著しく向上：＋＋＋、かなり向上：＋＋、少し向上：＋、なし：-]

コスト削減 [著しく削減：＋＋＋、かなり削減：＋＋、少し削減：＋、なし：-]

品質向上 [著しく向上：＋＋＋、かなり向上：＋＋、少し向上：＋、なし：-]

①平成20年度詳細追跡調査で新たに把握した主な上市・製品化事例リスト（３／３）

＜参照：別紙＞

時間
短縮
（年）

性能
向上

コスト
削減

品質
向上

14 ナノ 三菱電機照
明株式会社

高効率電光変換化合物半
導体開発（H10～H14)

ＡＫＡＲＩＬＥＤs　スポット
ライト・ダウンライトシ
リーズ

省エネ、長寿命、環境配慮（CO2排出量削減）であり、薄型のデザイン性に優れたＬＥＤ照
明（スポットライト、ダウンライト）を開発。2007年12月に上市。今後もＬＥＤ照明のライン
ナップを強化する予定。 1.5 ++ + ++ 約1割

18 電子 古河電気工
業株式会社

フォトニックネットワーク技
術の開発(H14～H18)

広帯域波長可変
レーザモジュール

高密度波長多重（D-WDM)通信においては，任意のITU-T（国際通信規格）波長チャンネ
ルに高精度（ピコメータ精度）にロックすることとその信頼性を充分保証することが必須。
その機能を業界スタンダードサイズのレーザモジュールに内蔵した。 1 ++ ++ + 公開不可

18 電子 日本電気株
式会社

フォトニックネットワーク技
術の開発(H14～H18)

波長可変光源 情報ネットワークに大量の信号を伝送するために、より高性能で使いやすい波長多重技
術の研究開発を継続。

1 ++ + + 約２割

18 電子 パイオニア株
式会社

大容量光ストレージ技術の
開発(H14～H18)

電子ビームマスタリング
装置（EBR：Electron
Beam Recorder）

ポストBD 用超高密度光ディスクやパターンド磁気ディスク媒体のマスタリングの要求に応
えるため，高解像度型EBR の市販に向けてプロトタイプ機を開発。

未記入 +++ + - 約３割

16 燃料電
池

荏原バラード
株式会社

固体高分子形燃料電池シ
ステム普及基盤整備事業
(H12～H16)

家庭用1kW級燃料電池
コジェネレーションシス
テム

都市ガス又は灯油を使用し発電を行うとともに、温水を供給。
都市ガスを使用した限定商用機では、発電効率33％、総合効率83％（HHV)の世界 高ク
ラスの総合効率を達成 1 ++ + ++ 約１割

終了
年度

分野 企業名 プロジェクト名 製品名 内容

ＮＥＤＯプロジェクトによる
追加的な効果

NEDO
支援研
究段階
におけ
る支援
割合
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PJ成果の研究開発テーマ以外
での活用事例

.ある
8

28%

ない
21
72%

（ｎ=29）

PJ成果の研究開発テーマ以外で
の活用事例

.ある
17
46%

ない
20
54%

（ｎ=37）

プロジェクト成果の研究開発テーマ以外の活用事例が「ある」と回答した企業数は、

上市・製品化に至った企業よりもむしろ継続後中止企業が多い。継続後中止企業

の46％がプロジェクト成果を新しい製品や製造プロセスに活用している事が判明。

プロジェクト成果の研究開発テーマ以外の活用事例が「ある」と回答した企業数は、

上市・製品化に至った企業よりもむしろ継続後中止企業が多い。継続後中止企業

の46％がプロジェクト成果を新しい製品や製造プロセスに活用している事が判明。

②平成20年度調査対象企業における派生技術／技術転用

・現状段階別の派生技術／技術転用の有無

上市・製品化 継続後中止

ある
8社
28％

ない
21社
72％

ない
20社
54％

ある
17社
46％
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③プロジェクトの成果からの派生技術／技術転用の例

プロジェクト終了後、その成果を基盤として他の技術が派生した事例や、プロジェクトの成果を活用した研究開発
テーマから他のテーマへと技術を転用した事例について把握を試みたところ、以下のような回答が得られた。

プロジェクト終了後、その成果を基盤として他の技術が派生した事例や、プロジェクトの成果を活用した研究開発
テーマから他のテーマへと技術を転用した事例について把握を試みたところ、以下のような回答が得られた。

内視鏡に連動してリアルタイムで患部の実写立体映像を提示するシステ
ムとして、高度外科手術向けに転用。2010年上市予定。

遠隔操作プラットフォームの開発／視聴覚情報提示・
通信システムの開発

人間協調・共存型ロボットシステム14

テキスト音声合成技術に機能を付加し、機器組込み式の感情付き音声合
成技術を開発。

対人サービス応用ロボットシステムの開発／小型簡
易操作インタフェースの開発

人間協調・共存型ロボットシステム14

プロジェクトで得た知見が、高い精度が必要な超硬合金製の非球面金型
の研削加工において、砥石および加工条件の選定に寄与。

②高精密金属型材料創製・加工技術の開発
精密部材成形用材料創製・加工プ
ロセス技術

18

プロジェクトの中で取り組んでいたコア技術である光導波路との高効率光
結合技術を、同社にて開発中であった波長可変光源の課題解決に活用し
開発が進展、実用化に寄与。

光増幅器の研究開発／シリカガラス系導波路光増幅
器

フォトニックネットワーク技術の開発18

本プロジェクトで見出した軸受材料における耐焼付き性向上に関する知
見を、本プロジェクトのターゲット（タービン軸受材料）以外のアプリケー
ションの軸受材料に展開し、良好な軸受材料を開発。

①潤滑膜の構造・特性及び生成機構の解明のための
評価・解析技術に関する研究
④耐高面圧複合軸受システムに関する研究

低摩擦損失高効率駆動機器のた
めの材料表面制御技術の開発

18

派生技術・技術転用の内容テーマ名（委託先、再委託先等のプロジェクト期間中）プロジェクト名
終了
年度

バイオ分野で用いられるDNA増幅技術のひとつであるRCA法 (Rolling 
Circle Amplification) において、突然変異を減らし増幅の正確性を向上さ
せる技術として転用。

ゲノム比較解析技術－三本鎖形成による長鎖ＤＮＡ
解析及び配列比較技術の研究開発

ゲノムインフォマティクス技術開発14

ＮＥＤＯプロジェクトにて開発した高操作性マニピュレータの設計技術を、
第三者である医療機器メーカーにライセンス。同メーカーでは実用化に向
けて研究開発中。

高操作性マニピュレータの開発
トータルシステムの開発

早期診断・短期回復のための高度
診断・治療システムの開発／内視
鏡等による低侵襲高度手術支援シ
ステム

16

プロジェクトで得たシミュレーション技術及びナノスケールの微細加工技
術のノウハウを新しい光デバイス開発に活用中。

①近接場光基盤評価技術大容量光ストレージ技術の開発18

新規発泡剤として検討していたが、他の不燃性物質との混合による不燃
溶剤、洗浄剤として適用。

発泡用代替物質の合成技術開発
省エネルギーフロン代替物質合成
技術開発

18

地雷探知機の軽量で耐環境性の高い構成機器（探知モジュールや信号
処理装置）を活用し、小型・高性能の非破壊検査装置（コンクリート被りセ
ンサ）を商品化。

①携帯型対人地雷探知器の開発-ベクトルレーダー
による軽量小型高分解能型画像表示式複合地雷探
知器の開発

地中等埋設物探知・除去技術開発18

派生技術・技術転用の内容テーマ名（委託先、再委託先等のプロジェクト期間中）プロジェクト名
終了
年度

◆継続後中止の企業

◆上市・製品化段階の企業
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経済産業省平成１９年度標準化調査研究事業 標準化フィージビリティスタディ（テーマ名：絶対発光量の測

定方法と測定装置の規格）発光蛍光標準化推進調査委員会 に委員として参画している。
標準化横河電機(株)

細胞内ネットワークのダイナミズム
解析技術開発

18

電池の国際標準化について、後継のNEDOプロジェクト内で（財）日本自動車研究所を中心として基盤技術開

発の取り組みに参画し活動継続中である。
標準化松下電池工業(株)

燃料電池自動車等用リチウム電池
技術開発

18

ポーラス金属の圧縮試験方法(JIS H 7802)が、2008年9月に制定される。同試験方法のISO化に向けてポー

ラス金属高速変形特性評価試験法の標準化委員会にて活動を行っている。
標準化神鋼鋼線工業(株)

自動車軽量化のためのアルミニウ
ム合金高度加工・形成技術

18

NEDOプロジェクトで得られたデータをデータベース化し、公開してきたが、予定通りプロジェクト終了後1年で

公開を完了した。その間、約130名に及ぶ方々にパスワードを発行し、広範の学術・工業分野への公開・広報

ができた。

データ
ベース

(株)神戸製鋼所金属ガラスの成形加工技術18

メーカとの相互接続のため、インターフェース部分の標準化が必要になるが、光協会取り纏めの光受動部品

標準化委員会のダイナミックモジュール分科会で標準化に向け活動中である。
標準化日立電線(株)フォトニックネットワーク技術の開発18

研究期間中も含め、IEC規格/TC105 WG2（セルスタックモジュール）の規格策定を行った。標準化荏原バラード(株)
固体高分子形燃料電池システム普
及基盤整備事業 （ミレニアムPJ）

16

固体酸化物形燃料電池の標準化策定に向けた委員会に委員として参加、活動中。標準化東陶機器(株)固体酸化物形燃料電池の研究開発16

プロジェクト期間中、産業技術総合研究所にてデータベースを構築した。プロジェクト終了後、データベースに

アクセスした方からの質問に複数回答した。

データ
ベース

大陽日酸(株)
超臨界流体利用環境負荷低減技術
研究開発

16

IEC/TC90の国内委員会に参加して、超電導ケーブルの試験法に関する国際標準の作成のための活動を行

う。
標準化古河電気工業(株)

交流超電導電力機器基盤技術研究
開発

16

電線工業会において超電導ケーブルの国際規格素案作りがはじまり当社も参画した。超電導国際標準化に

おいて委員を参画、超電導JIS制定に向けて企画策定に参画。
標準化(株)フジクラ

交流超電導電力機器基盤技術研究
開発

16

社）日本電球工業会規格の標準規格策定活動を実施した。成果物は，JEL811（照明用白色LEDモジュール

安全性要求事項）。
標準化三菱電機照明(株)高効率電光変換化合物半導体開発14

2004年度から、日本非破壊検査協会のガイド波研究委員会（正式名称は、ガイド波を用いた配管の信頼性

評価研究委員会、2006年度からガイド波を用いた非破壊評価技術研究委員会）に主要メンバーとして参加し、

当該技術の産業界へのアピール・普及及び標準化に取り組んでいる。

標準化
ＰＥＣ大阪分室（非破壊
検査(株)）

石油精製設備信頼性評価等技術開
発

14

ＭＴ法比抵抗モニタリング技術は２００３年に国土地理院に採用され，岩手県奥州市，宮城県涌谷町に設置

されたＭＴ法連続観測装置のデータは，ＷＥＢで公開され，日本国内および韓国，台湾などの地球電磁気研

究者の標準データとして利用されている。

標準化
日鉄鉱コンサルタント
(株)

貯留層変動探査法開発14

サファイヤ基板のSEMI規格策定。標準化並木精密宝石(株)高効率電光変換化合物半導体開発14

CMC (Compact Model Council)にて次世代SOI回路モデルの標準化活動に参画している。標準化沖電気工業(株)極低電力情報端末ＬＳＩ研究開発14

標準化活動やデーターベース等の知的基盤の整備等の取り組み種類機関名プロジェクト名
終了
年度

プロジェクトの成果を活用して企業が行っている継続的取り組みから、標準化活動やデータベース整備等の
市場外で具現化される公共財的価値について把握を試みたところ、以下のような事例があった。

プロジェクトの成果を活用して企業が行っている継続的取り組みから、標準化活動やデータベース整備等の
市場外で具現化される公共財的価値について把握を試みたところ、以下のような事例があった。

④実用化への取り組みから派生した標準化活動・データベース整備等の事例（１／２）
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NEDOプロジェクトで実施したポーラスアルミニウム部材の静的圧縮／衝撃特性のデータが標準化策定に活

用されている。
標準化(株)神戸製鋼所

自動車軽量化のためのアルミニウ
ム合金高度加工・形成技術

18

IEEE８０２．１５やZigBee標準化団体への方式提案を検討。標準化沖電気工業(株)
デジタル情報機器相互運用基盤プロ
ジェクト（デジタル情報機器の統合リモー
ト管理基盤技術の開発）

19

ECHONETコンソーシアムにて標準化完了し、IECへ国際標準化提案をすることで整備化が進んでいる。標準化

財団法人情報処理相互運
用技術協会・神田分室（東
芝コンシューママーケティ
ング(株)）

デジタル情報機器相互運用基盤プロ
ジェクト（デジタル情報機器の統合リモー
ト管理基盤技術の開発）

19

IEC/TC90委員会やJIS策定委員会に参加し、プロジェクトで得られたデータを提供している。標準化
昭和電線ケーブルシス
テム(株)

超電導応用基盤技術研究開発（第
Ⅱ期）

19

これまでＮＥＤＯプロジェクト内において超電導標準化も併せて進めてきており弊社も積極的に専門家ＷＧ、

委員会等へ参画してきた。また電線工業会での超電導ケーブル標準化ＷＧへケーブル専門家を参画させて

いる。これらは今後も積極的に継続していく。

標準化(株)フジクラ
超電導応用基盤技術研究開発（第
Ⅱ期）

19

産業技術総合研究所にて圧縮水素、液体水素の流量計測技術標準化に関する研究が実施される見込みで

ある。当該プロジェクトで構築した試験フィールドを同研究所に提供し、研究の推進に協力する予定である。
標準化岩谷産業(株)水素安全利用等基盤技術開発19

NEDOプロジェクトで行った導電性接着剤用途の実装信頼性データが、標準化策定にも活用されている。標準化エスペック(株)高温鉛はんだ代替技術開発19

導電性接着剤標準化活動へ参加予定。標準化タムラ化研(株)高温鉛はんだ代替技術開発19

導電性接着剤の標準化プロジェクトに参加予定。標準化藤倉化成(株)高温鉛はんだ代替技術開発19

導電性接着剤実装技術に関する標準化調査事業への参加を検討中。標準化ナミックス(株)高温鉛はんだ代替技術開発19

JEITA「導電性接着剤標準化に関する調査」への参画。標準化日立化成工業(株)高温鉛はんだ代替技術開発19

POFの国際規格化とJIS規格化推進。IEC/SC86AやIEC/SC25の国際委員会に参画。標準化旭硝子(株)
次世代FTTH構築用有機部材開発
プロジェクト

18

マルチモード導波路の測定方法について、IECで標準化を実施する予定。標準化日本電信電話(株)
次世代FTTH構築用有機部材開発
プロジェクト

18

平成19年度より経済産業省・基準認証事業プロジェクト『ポリマー光導波路の性能評価に関する標準化』に参

画。
標準化(株)豊田中央研究所

次世代FTTH構築用有機部材開発
プロジェクト

18

経済産業省 基準認証研究開発事業として、「ポリマー光導波路の性能評価に関する標準化」プロジェクトに

産学連携（東北大学、ＮＴＴ等企業）で参画し標準化策定に向け活動中。
標準化豊田合成(株)

次世代FTTH構築用有機部材開発
プロジェクト

18

弊社内にて活動を進める予定は無いが、NEDOプロジェクトで行った表面粗さ制御された導波路を用いた信

頼性試験を、引き続き経済産業省基準認証制度にて標準化策定に向けて検討を行っている。
標準化(株)日本触媒

次世代FTTH構築用有機部材開発
プロジェクト

18

日本電子回路工業会（JPCA)で 「高分子導波路光配線板標準化委員会」に参画し、高分子光導波路の試験

方法の標準規格を作成し、2008年6月に出版した。JPCA規格： JPCA－PE０２－０５－０１S
標準化富士ゼロックス(株)

次世代FTTH構築用有機部材開発
プロジェクト

18

標準化活動やデーターベース等の知的基盤の整備等の取り組み種類機関名プロジェクト名
終了
年度

④実用化への取り組みから派生した標準化活動・データベース整備等の事例（２／２）
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上市・製品化に到達した企業の61%が、PJへの参画により実用化の時期が早まったと回答している。又、PJへの
参画がなければ製品化が無かったとの回答も18%見られ、合わせると約80%が実用化に有効だったとの回答。
早まった理由は以下に列記するが、主に、プロジェクトならではの人的ネットワークの構築、社内推進力の加速化、
資金面のサポート等の有用性が挙げられた。

上市・製品化に到達した企業の61%が、PJへの参画により実用化の時期が早まったと回答している。又、PJへの
参画がなければ製品化が無かったとの回答も18%見られ、合わせると約80%が実用化に有効だったとの回答。
早まった理由は以下に列記するが、主に、プロジェクトならではの人的ネットワークの構築、社内推進力の加速化、
資金面のサポート等の有用性が挙げられた。

⑤NEDOプロジェクトの上市・製品化までのリードタイム短縮効果と理由

製品化加速効果（H20調査）

早まった
17
61%

PJ参画
無ければ
製品化無

し
5

18%

遅れた
0

0%
その他

4
14%早まらな

かった
2
7%

上市・製品化企業 （ｎ=28）

製品化加速効果（H20調査）

平均2.1年

早まった
17社
61％

その他
4社

14％

PJ参画無け

れば製品化
無し
5社

18％

早まらな
かった

2社
7％

製品化加速効果（H16～H19累計）

早まった
74
48%

遅れた
1
1%

PJ参画
無ければ
製品化無

し
51
34%

早まらな
かった

24
16%

その他
2
1%

（ｎ=152）上市・製品化企業

製品化加速効果（H16～H19累計）

平均2.4年

早まった
74社
48％

その他
2社
1％

遅れた
1社
1％

早まらな
かった
24社
16％

PJ参画無け

れば製品化
無し
51社
34％

「早まった」理由
プロジェクトにより社内R&Dの推進力が強まり、結果として有償サンプルを含め社外へのアウトプットが早まった。
ナショプロ参加により、単独実施に比べて社外の専門家と多くの知見を共有できたこと。
製造コスト削減や製品性能の確認等についての研究費の目処がついたことから、前倒しで商品化することについて、社内の承認が得やすくなった。
開発期限を区切られ期限をもって取り組んだ結果。
各システムメーカの共同事業として、可能な限りのデータを持ち寄って、開示し合った結果。
重要な要素技術の開発が早まったため。
社内での予算獲得折衝を回避することができたから。
基本構想を検討できたこと．
技術的にまだ不透明な状況で早期に可能性検証に着手できた、目処を早めにつけられた。
資金面のサポートが大きい。メーカー、大学と協調したことも大きい。
市場のニーズをバイオ研究者から把握することができました。開発費がプロジェクトより得ることができました。
大学の研究者の要求を聞きながら、共同作業を行った。
評価試験が出来たこと。
参加していなければ実行はできなかった。

「その他」
時期は不明であるが、安全、安心、性能面で技術的裏付けのある製品を開発できた。
どちらともいえない。
分かりません。
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(ｎ＝29） (ｎ＝37） (ｎ＝22）
上市・製品化 継続後中止 非継続

上市・製品化、継続後中止、非継続に至った企業に、ＮＥＤＯプロジェクトへの参画動機を複数回答で尋ねたところ、
「組織目的との合致」、「新しい技術分野への挑戦」、「技術的向上」がいずれも多い。特に継続後中止・非継続企業
では、「新しい技術分野への挑戦」の割合が上市・製品化企業よりも多く、チャレンジ意欲は充分に見られる。

上市・製品化、継続後中止、非継続に至った企業に、ＮＥＤＯプロジェクトへの参画動機を複数回答で尋ねたところ、
「組織目的との合致」、「新しい技術分野への挑戦」、「技術的向上」がいずれも多い。特に継続後中止・非継続企業
では、「新しい技術分野への挑戦」の割合が上市・製品化企業よりも多く、チャレンジ意欲は充分に見られる。

⑥NEDOプロジェクトへの参画動機

14%

45%

64%

32%

27%

68%

22%

43%

59%

27%

19%

68%

17%

62%

45%

21%

21%

76%
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人材育成

技術的向上

新しい技術分野
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他機関からの
誘い

組織目的
との合致

他機関との

人的・組織的

ﾈｯﾄﾜｰｸの形成
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⑦プロジェクトに期待するメリットに見る 上市・製品化/中止/非継続企業 の対比

上市・製品化・継続後中止・非継続に至った企業に、現在から振り返って「当初期待したメリット」、「実際に得られた
メリット」、「今後期待するメリット」を複数回答で尋ねた。
「ハイリスクな研究開発」は、「技術や製品の向上」と並んで、今後のＮＥＤＯプロジェクトへ約80%弱が期待する事項

である。また、結果として中止・非継続に至った企業も、当初の期待度は上市した企業と同等以上である。「研究者
の質的向上」や「ネットワーク形成」にも期待している。

「当初期待したメリット」として
は、技術や製品の向上が
85％前後で同等に高いが、

「ハイリスクな研究開発」は非
継続の方が上市・製品化、中
止よりも期待度が高い。

「実際に得られたメリット」としては、
上市・製品化では、ほぼ当初期待通
りのメリットを得ている。一方、中止や
非継続では、「技術や製品向上」「ﾊｲ
ﾘｽｸ研究」で大幅未達。「ﾈｯﾄﾜｰｸ形
成」や「研究者の質的向上」で期待を
やや上回っている。

「今後期待するメリット」として
は、「ﾊｲﾘｽｸな研究開発」を、
「技術や製品の向上」と並ん
で80%弱が希望している。非

継続では、「研究者の質的向
上」への期待は少ない。

(ｎ＝29） (ｎ＝22）(ｎ＝37） (ｎ＝29） (ｎ＝22）(ｎ＝37） (ｎ＝29） (ｎ＝22）(ｎ＝37）

当初期待したﾒﾘｯﾄ
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80%

100%

技術や製品
の向上

他機関との
人的・組織的

ネットワークの形成

ハイリスクの
研究開発に取り組め、
競争力強化に繋がる

参画した研究者の
質的向上が

図られる

上市・製品化 中止 非継続

実績に得られたﾒﾘｯﾄ
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20%

40%

60%

80%

100%

技術や製品
の向上

他機関との
人的・組織的

ネットワークの形成

ハイリスクの
研究開発に取り組め、
競争力強化に繋がる

参画した研究者の
質的向上が

図られる

上市・製品化 中止 非継続

今後期待するﾒﾘｯﾄ

0%

20%

40%

60%

80%

100%

技術や製品
の向上

他機関との
人的・組織的

ネットワークの形成

ハイリスクの
研究開発に取り組め、
競争力強化に繋がる

参画した研究者の
質的向上が

図られる

上市・製品化 中止 非継続上市・製品化 継続後中止 非継続 上市・製品化 継続後中止 非継続 上市・製品化 継続後中止 非継続

当初期待したメリット 実際に得られたメリット 今後期待するメリット



13

＊その他の３例は、社の事業再構築による中止、業界の一員として参加のため当初より非実施は既定路線、技術自体を売却

タイプＡ：着実達成型

＊その他２例は、製品化したもののコスト優位性が見出せず停滞。 １例は、プロジェクト終了後中断するも、情勢変化により再開。

実
用
化
の
可
能
性
軸
※小

中

大

プロジェクト実施期間 プロジェクト実施期間

タイプＢ：課題克服型

非継続・中止

上市・製品化

53例／81例
（平成20年度調査：8例／9例）

25例／81例
(平成20年度調査：1例／9例）

タイプＤ：技術開発楽観視型

実
用
化
の
可
能
性
軸
※小

中

大

プロジェクト実施期間

9例／36例
（平成20年度調査：0例／4例）

タイプＣ：市場・コスト楽観視型

プロジェクト実施期間

24例／36例
（平成20年度調査：4例／4例）

過去４年（平成17～20年度）の詳細追跡調査により、上市・製品化に至った企業延べ81例（72例+9例）、非継続、中止に至った
企業延べ36例（32例＋4例）、計117件について、プロジェクト立ち上げから現在に至る経緯を追跡チャートとしてまとめ、類型化し

た。

上市・製品化ではタイプＡが、非継続・中止ではタイプＣが多い。

実
用
化
の
可
能
性
軸
※小

中

大

実
用
化
の
可
能
性
軸
※小

中

大

・立案時における技術課題の明確化。
・技術課題を着実にクリア。
・社会・ユーザーニーズを踏まえた技術開発。

・技術課題解決への見通しが甘い。
・予算減
・プロジェクト後半で技術開発のブレークスルー。

・技術課題解決への見通しが甘い。
・プロジェクト前半で技術開発のブレークスルーがない。
・参加者間の認識の相違。

・技術課題は着実にクリア。
・プロジェクト終了時にニーズなし、コスト優位性なしが判明。

※ プロジェクト終了後、プロジェクトを振り返った際の、実施者の主観的な実用化への見込みのこと。

⑧⑧ 追跡チャートの類型化追跡チャートの類型化((基本類型は４タイプ）基本類型は４タイプ）
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タイプＡ

実
用
化
の
見
込
み

小

中

大

プロジェクト実施期間

実
用
化
の
可
能
性
軸

プロジェクト実施期間

タイプＢ
• ＜上市・製品化の成功要因＞

• １）PJ参画前から技術開発課題に関連する高い技
術的ポテンシャルを有していた

• ２）研究と事業の部門を橋渡し、または研究から実
用化まで担当するキーパーソンの存在

• ３）責任所在の明確化、強力なリーダーシップを有
するリーダーの存在

• ４）競合優位性確保のための知財戦略やコスト目標
の設定（H20新規）

• ５）PJ期間中からのユーザーニーズの適時・適切な
反映 （H20新規）

• ６）PJ期間中の技術面または事業面での他企業と
の連携（H20新規）

⑨詳細追跡調査結果を踏まえた上市・製品化の要因⑨詳細追跡調査結果を踏まえた上市・製品化の要因

（平成（平成2020年度は年度は3333社に詳細アンケート、うち社に詳細アンケート、うち99社にヒアリングを実施）社にヒアリングを実施）

上市・製品化に到達した企業における上市・製品化に到達した企業における
上市・製品化に至る要因（複数回答）上市・製品化に至る要因（複数回答）

上市・製品化に至った企業に、H19調査での３主要要因＋新規３要因を示し、該当するか尋ねたところ、下記レーダーチャートの通
り。リーダーの存在、キーパーソンの存在、ﾕｰｻﾞｰﾆｰｽﾞの適切な反映を回答する割合が高い。

５）異業種やユーザー企業との連携、
または、標準・基準における同業他
社との連携

２）競合優位性のための
知財戦略やコスト目標の
設定

１）プロジェクトに参画前から自社においてプロジェク
トの技術課題に関連する高い技術的ポテンシャルを
有していた

４）PJ期間中からユーザーニーズ

を適時・適切に反映
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100%

３）自社に研究部門と事業部門を橋渡し、
または研究から実用化まで担当する
キーパーソンが存在した

６）責任の所在が明確であり、
強力なリーダーシップを有する
リーダーの存在
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24%

15%

9%
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33%
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⑩平成⑩平成2020年度追跡調査結果を踏まえた企業の主な非継続・中止要因年度追跡調査結果を踏まえた企業の主な非継続・中止要因
（平成（平成2020年度は年度は8181社より詳細アンケート回答を得、うち社より詳細アンケート回答を得、うち44社にヒアリングを実施）社にヒアリングを実施）

NEDONEDO研究開発マネジメントガイドライン研究開発マネジメントガイドラインに事例を含め蓄積。に事例を含め蓄積。

26社

14社

7社

12社

19社

研究が今後成功してもリストラによる担当人材の不足のため、事業化に多くの
時間・資金を要する

人材不足

公的資金の申請をしたが採択されず

追加投資の費用大
資金不足

担当部門の解散／再編、事業部門の撤退

早期売上を確保できる他の研究へ開発資金をシフトすることが必要

成果を企業の事業スコープである分野へ適用することが困難であったため

社内における当該事業の優先順位が下がった

社内の組織変更や事業戦略転換等の
社内状況の変化

企業経営戦略の
変化

石油価格の高騰

原料の安定確保が困難

新技術の導入コストを回収するほどコストダウンや市場規模が見込めない

既存技術の方にコスト優位性がある

コスト問題コスト問題

当該技術に適合するアプリケーションが見つかっていない
技術が先行しすぎて、現状では、ユー
ザーニーズに合わない

協業すべき川下ユーザー企業における成果活用ニーズがない

製品がユーザーニーズに合致しない（例：高性能化よりも低コスト化ニーズ大。
小型化・簡便化よりも信頼性・安全性・処理速度ニーズ大。）ユーザーニーズの変化

ユーザーニーズとの不
一致

次期の規格化・標準化の動向が不明

将来の市場性に対する不透明感

リサイクル事業環境の急激な変化

社会・経済情勢の変化

競争が激化し収益性が悪化競争が激しく収益性が低い

市場の見込み違い

当初の予測よりも市場規模が拡大しなかった市場規模が小さく収益性が低い

市場の変化

競合技術の製品が市場シェアを占めるようになった他の有力な競合技術の出現

先行特許に抵触し回避困難

協業して製品化を行う他社における研究が進まない

量産化技術開発の遅れ

開発遅延による上市機会の逸失

開発した技術では低収率で大量生産が困難

品質安定化が困難ユーザーの求める安全性・信頼性や、
品質・生産量を確保できない

規制に適合できないことが判明

既存技術に対してメリットがある一方デメリットがあり明確な優位性を見出すに
至っていない

基礎研究フェーズであり社内への展開が難しい

機能評価を行ったところ期待していた特性が出ない

技術的課題の難易度が予想以上に高く、課題克服に時間がかかる

想定よりも研究開発が困難。
または、期待した特性が出ない。

技術的進展の欠落

詳細追跡調査から得られた事例内容非継続・中止要因

※その他：３社
（他社のサポート的役割で参画
しており担当部分を完了）
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３．調査結果を踏まえた今後の課題

①派生・転用技術の把握
プロジェクトの成果を活用して生まれた派生技術や転用技術をいかに把握するか。

②マネジメント改善への活用
NEDOの研究開発マネジメントの改善にいかに効果的に反映するか。

４．今後の予定

①アウトカム調査への貢献
追跡調査で把握した短期的なアウトカムは、NEDO全体におけるアウトカム調査の一部として、成果の広がりや短期的アウトカムの

概要を取りまとめ、対外的に情報発信する。

②研究開発マネジメントガイドラインへの反映
昨年度に引き続き、得られた知見のうち、共有すべきものについては、研究開発マネジメントガイドラインへ反映する。

③上市事例のホームページでの紹介
これまでの追跡調査から得られた上市事例について、一般に向けて分かりやすく情報発信するため、平成20年度は１０社を取材して

おり、ＮＥＤＯホームページにて順次紹介する。


