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配布資料 

 

資料番号 資料名 

資料 1 研究評価委員会「追跡調査・評価」分科会 委員名簿 

資料 2 研究評価委員会分科会の公開について（案） 

資料 3 平成 22 年度追跡調査・評価報告書（平成 16,18,20,21 年度終了プロジェクト） 

資料 4 平成 23 年度の追跡調査について 

資料 5 平成 23 年度事前準備調査の状況～設問毎の集計とクロス分析～ 

資料 6 平成 23 年度事前準備調査の状況～データ間の分析と統計的解析～ 

資料 7 平成 23 年度簡易追跡調査の状況 

資料 8 次回のアンケート分析について 

 
 

参考資料 1 研究評価委員会関係の公開について 

参考資料 2 平成 23 年度追跡調査票 
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[山下主研] ただ今より平成 23 年度追跡調査・評価分科会を開催いたします。本日はお忙

しい中、お集まり頂きまして、誠にありがとうございます。初めに委員会の運営についてご報

告があります。まず林委員が諸事情により退任されて、今回より委員のメンバーは 5 名とな

りました。また本日出席予定だった大津山委員は骨折のため欠席です。事務局も人事異動

があり、福井が異動になりました。新たに広報室から萬木主査、企画部から吉田主任が加

わりました。引き続きよろしくお願いします。 
 本日は委員 5 名中 4 名が参加ですので、委員規程 4 条及び第 6 回研究評価委員会の決議に

基づき本委員会は成立します。以後の議事進行については菊池分科会長にお願いしたいと思い

ます。お願いいたします。 
[菊池分科会長] お忙しい中、ご出席頂きありがとうございます。22 回目になります。委員の先

生方には事前にいろいろとご相談して、かつ資料等も見て頂いていますが、NEDO が追跡調

査・評価するプロセスの中で、研究マネジメントのサイクルをもう少し明確にする。プロジェクトマ

ネジメントを明確にしていくということと、もう一つは、追跡・評価の場合はプロジェクトフォーメー

ションという次期のプロジェクトの設計に関わってくるので、そこも明確にして、NEDO がイニシア

チブを取っていくということを考えています。そういう意味で、前回までの調査のフォーマットとか

なり違うものがありますが、そこも含めて、今日はぜひ積極的なご意見を頂きたいと思います。 
 それでは議事次第に沿って進行したいと思います。事務局から配布資料の確認をお願いしま

す。 
[山下主研] 4 枚目にリストがあります。資料 1～7 及び参考資料 1～2 という構成になっていま

すが、過不足があれば事務局までお知らせください。 
[菊池分科会長] よろしければ議事次第 2 の「分科会の公開について」を事務局から説明してく

ださい。 
[山下主研] お手元の資料 2 をご覧ください。研究評価委員会の各分科会については、研究評

価委員会の公開の取り扱いに準じて、下の（1）～（5）のうち（1）～（4）に記されているように基本

的に公開となっております。本日の分科会は公開とすべきと事務局としては考えておりますが、

いかがでしょうか。ご審議頂ければと思います。 
[菊池分科会長] よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは今回の委員会は「公開」で

進めたいと思います。ただ審議のプロセスの中で、実施状況をいろいろ検討しますので、特定の

企業に関わる事案については、別途の機会を設けて議論したいと思います。よろしいでしょうか。

では、そのように進めたいと思います。 
 さっそく「平成 22 年度追跡調査・評価報告書について」です。昨年度の報告書について事務局

から説明をお願いします。 
[吉田主任] お手元に資料 3 として、昨年度の報告書を CD-R でお配りしていますが、ご希望が

あれば厚いほうも別途郵送しますので、私までお知らせ頂ければと思います。 
[菊池分科会長] 後日何か質問等がありましたら、吉田さんに連絡してください。今日は、この中

身については特段見ませんが、お気づきの点があれば、よろしくお願いいたします。よろしけれ
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ば今日のメインの課題である「平成 23 年度追跡調査の実施状況」について、11 時 45～50 分ま

で続けたいと思います。項目が結構あるので逐次説明して頂きます。まず「平成 23 年度の追跡

調査について」です。 
［萬木主査］ 資料 4 と、その後ろについているパワーポイントに沿ってご説明します。 
 資料4の 1 番目に本追跡調査の目的について記載があります。国民に対する説明責任の向上、

業務運営管理の見直し、技術開発戦略への反映となっていますが、基本的には②の業務運営

管理、つまりマネジメントの見直し、マネジメントへの反映が も重要な所だと考えています。 
 先ほど菊池分科会長からもご説明があり、繰り返しになってしまいますが、マネジメントの反映

という所で、プロジェクトフォーメーションの視点、プロジェクト推進スケジュールの視点からマネ

ジメントを見直し、うまくプロジェクトを回していくことで、国民に対する説明責任の向上と、技術開

発戦略への反映ができると思い、今年度はアンケートの内容についてかなり変更しております。

アンケートの変更点については、後ほど吉田から詳しく説明いたします。 
 それではパワーポイントの資料をご覧ください。「追跡分科会アクションプラン（案）」とあります。

6～8 月は準備段階としてアンケートの改善、送付・回収、データベース化、分析・解析を行いまし

た。これからは分野別の解析、ヒアリング候補、失敗事例抽出の作業にかかります。 
 本委員会に関しては、11 月 24 日木曜日に開催される NEDO の第 30 回評価委員会にて報告

したいと思っています。本日の委員会は、主として事前アンケート結果に関する討論です。新規

アンケート概要、またアンケート報告はクロス解析、クラスター解析を行っているので、そこから

得られた結果を委員の皆様にご報告できればと思います。 
 また次回は 12 月もしくは 1 月あたりに第 23 回委員会を開催できればと思います。ここではア

ンケートの深掘りで、特に重要点についての議論、上市事例や短期的アウトカムの紹介、ケース

スタディーに関する分析で、特に集中研はどういう形態で、本来どのようなやり方があるのかを

分析しながらの討議です。また今年度はかなり大幅にアンケートの内容を改善しましたが、「本

当はこういう部分を聞くべきではないか」「こういう所をもっと考えるべきではないか」ということも

討議して頂きたいと思います。 
 今年度 後の第 3 回委員会は 2 月、できれば 3 月前までに行いたいと思います。ここでは全

体のヒアリング結果の報告、次年度アンケートに関するさらなる検討をご討議頂きます。委員会

の結果については、第 31 回評価委員会にて報告させて頂く予定です。 
 1 枚めくって「論点整理（決め事）」です。1）「アンケート分析方法」は、今回クラスター分析等を

行いましたが、その結果をマネジメントや研究開発へフィードバックさせ、あとは重要質問を抽出

することでマネジメント改善へ反映させたいと考えています。 
 あとは 3）「ヒアリングの方法（方針、項目）」ですが、アンケートはほぼ回収し終わっています。

「ヒアリング候補」とありますが、本日の委員会終了後にヒアリング候補の絞り込みを始めて、う

まくいった所、中止した所で、ヒアリングができる会社を絞り込みたいと思っています。 
 また「集中研のケーススタディー（本来の機能を果たしているか？）」という記載がありますが、

そこも含めてヒアリングできればと思います。 

 4



 

[吉田主任] 今年の追跡調査アンケートのポイントについて説明いたします。資料の 3 ページを

ご覧ください。今年は追跡調査の結果を、より NEDO のマネジメントへ反映させることを重点的

に考えており、三つのポイントを決めました。 
 一つ目は認識のギャップが出ていないかどうかです。NEDO とプロジェクト実施者の間で、もし

くはプロジェクト内で認識のギャップが出て、プロジェクトが同床異夢になっていると、力が散逸し

ていい結果が出ないだろうと考えて認識のギャップに着目しています。 
 二つ目に経営判断、意思決定がどのように行われているかです。事前調査やプロジェクト実施

中の判断において、いつ、誰が、何を決定したのかを、今回の追跡調査ではアンケートで収集し

ています。 
 三つ目は分野を横断した分析です。たとえばバイオマスの研究開発でも、バイオをやっている、

機械、環境、新エネをやっている等、それぞれ意識が違う可能性があります。ですから今年のア

ンケート調査では、NEDO が抱えている部ごと、分野ごとではなく、実施者がどういう分野の意

識を持って研究開発を実施していたか、もしくはどういう出口方向を目指していたかを聞いていま

す。 
 具体的に調査票がどのように変わったかについは、4 ページをご覧ください。初めに認識のギ

ャップです。まずプロジェクト体制について、どういう認識で実施していたかを、「集中研、分散研、

集中研と分散研の複合、単独実施、体制を把握していない」ということで、それぞれの実施者か

ら聞いています。 
 二つ目にプロジェクトに期待するメリットと実際に参加した後に実現したメリットのギャップにつ

いて聞いています。この項目は昨年度のアンケート票の中にもありましたが、昨年度は「期待メリ

ットはどうですか」の問いに対して、「全く当てはまらない」「どちらとも言えない」「そのとおり」とい

う、やや定性的な質問項目と回答の分類になっていました。今年はより定量的なものに近づける

ために、期待メリットは「例えば技術的課題の克服についてはおよそ何パーセント期待していまし

たか」という相対値で聞きました。 
 実現メリットは、当初期待した相対値に対して発揮したパフォーマンスを 140 点から 20 点刻み

で 60 点以下まで定量的に取るようにしました。ここが一つの大きな変更ポイントです。 
 三つ目にプロジェクトの自己評価、プロジェクト自体への満足度、プロジェクトに対する NEDO
のマネジメントへの満足度、評価の満足度の、それぞれの項目について 100 点、70 点、40 点、

10 点と、30 点刻みでアンケートを取り、テーマごとのギャップを見ました。 
 次に 5 ページの「経営判断・意思決定」です。プロジェクト参加時に誰が参加を決定したのかに

ついて、経営層、事業部、各部門の長、グループリーダー、政府機関からの誘い等の項目でアン

ケートを実施しています。 
 同様にプロジェクトメンバーは誰によって選出されたのか、プロジェクト終了後の継続的な研究

開発の意思決定は誰がしたのか、経営層や事業部門の関与のタイミングについて、「いつ、どこ

で、誰が、何を決定したか」を事細かに聞くように改善しました。 
 次に6ページ「開発成果」です。Q6はプロジェクトとしての分野と研究開発の出口についての問
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いで、ナノテク・材料、バイオ・医療、機械、電子・情報、環境・エネルギー、その他から、それぞれ

の実施者が「自分はこういう研究をしている」という分野を選定します。出口についても目指した

出口を個別に聞いています。それぞれの思いの分野、出口の視点からも分析すると、新しい結

果が見えるのではないかと考えています。 
 事業化シナリオの検討、技術動向調査、特許動向調査等についても、どのタイミングで、誰が

主導で行ったのか、調査範囲は国内のみか、国内・外か、海外のみか、実施したことはないのか

を聞いています。 
 後に 7 ページの技術力ポジションの把握です。プロジェクトを終了して自分の技術力は上が

ったのか、世界の中でどういう位置付けにあるのか、また国内での位置付けを実施者が把握・認

識しているかどうかの確認のために、新しい質問項目として設定しました。今年度は、今ご紹介

した新たな質問項目等の掛け算により、新しい分析の切り口を見出していこうと考えております。 
[菊池分科会長] どうもありがとうございます。先生方にアンケート項目の改善点のポイントを見

て頂きました。参考資料 2 に問 1～70 まで並んでいます。その中から吉田さんにピックアップして

もらって、例えば認識のギャップは Q4、28、8 で聞いていますが、その周辺で 5 番目は企業の中

でのポジショニングです。もちろん、ここでは NEDO の中でのポジショニングが大きな課題です

が、そういうものも含めて全部で 70 項目あります。 
 対象となる所で必要か、必要ではないかもありますが、その辺は横を見ると、だいたいの骨格

が見えてくると思います。 
 このアンケートの改善については、2～3 月の第 3回委員会で「もう少し改善したほうがいいだろ

う」「こうしたらいい」ということをやりたいのですが、事前にいくつかの解析を試みているので、今

日はそれを説明して、改善点も含めて討論を行うのが、このアクションプランです。 
 2 ページの一番上に「論点整理」とあります。アンケート案、ヒアリング等を変更しても、我々委

員が直接アンケートの原票に立ち戻って見る訳ではないし、一緒にヒアリングをする訳ではない

ので、「こういうことをしたらいいだろう」と、知見、案を頂くという範囲だと思います。 
 アンケート分析の方法等については、クラスター等いろいろなことをやっていますが、実はまと

め方が重要です。簡単に言うと、我々が理解しても NEDO のトップや国民の有識者が理解でき

ないものを作っても仕方ありません。それなりの説明をして理解して頂ける人達は、国会議員も

含めていると思うので、そこは、ぜひいろいろな意見を頂ければと思います。 
 具体的には、この後資料 5、6 で議論しながら先生方のご意見を伺いたいと思います。永田先

生、何かありますか。 
[永田委員] 分析結果を伺った上で。 
[菊池分科会長] それでは次のステップに進みたいと思います。「平成 23 年度事前準備調査の

状況」の①です。よろしくお願いします。 
[日野部長] お手元の資料5で、平成23年度事前準備調査の状況についてご説明します。今回

の事前準備調査は、従来の狭い意味での事前準備調査ではなくて、従来で言う詳細追跡調査レ

ベルでの設問で、設問の内容自身も大きく変えて行っています。 
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 1 ページは調査の概要です。この後、解析できているトータル 26 プロジェクト、198 機関のデー

タについてご説明しますが、表 1 にそのプロジェクト名を記載しています。このほか大物では次世

代半導体のＭＩＲＡＩプロジェクト等、集計できていない部分があるので、これから付け加えていき

たいと考えています。 
 2 ページは調査票の回収状況です。281 件に送付して 198 件回収で、回収率は 70％です。 
 3 ページからは調査結果です。従来の事前に当たる部分と、従来の詳細調査に相当する設問

で得られた結果について説明したいと思います。従来の事前調査で主に聞いていたステータス

については、今年も調査をしています。「プロジェクトで得られた成果や知見を活用した継続的な

研究開発をその後社内で実施していますか」ということで、俗に言う実施・非実施、ないしは実

施・非継続ですが、実施が 81％、非実施が 19％で約 80 対 20 でした。本文に間違いがあり申し

訳ありません。（29％となっている箇所） 
 図3－1－2 は過去からの継続率の推移を並べています。上下の表の色遣いが紛らわしいので

すが、下の表で茶色いものが継続率で今年度は81％です。ここも誤植があり申し訳ありません。

（82％となっている箇所）平成 20 年度終了 91％、平成 21 年度終了 72％の中間になります。申

し訳ありません。 
 継続率はプロジェクトの性格づけ、フォーカス 21 の有無等で変わってきますが、本年度の継続

率をプロジェクトごとに見たものが 4 ページです。「プロジェクト別の継続率」で表 3 にまとめてあり

ます。企業数の大小はありますが、全 26 プロジェクト中 13 と、半分ぐらいは継続率 100％です。

平均継続率は 80％ですが、継続率の低いプロジェクトをピックアップすると①「発電プラント用超

高純度金属材料の開発」、②「スピントロニクス不揮発性機能技術プロジェクト」、③「新機能抗体

創製技術開発」の 3 プロジェクトです。 
 「その要因は精査していく必要が有る」と書きましたが、例えば①「発電プラント用超高純度金

属材料の開発」は、発電プラント用の ppm レベルの不純物開発を目指したもので、実施 1、非実

施 3 で継続率 25％です。私は 近、「これは悪いことなのだろうか。『非』がついているからといっ

て、必ずしも悪いことではないのではないか」と考え始めました。 
 もし技術の見極めが正しく行われているのであれば、実施、非実施は企業側が実務的に見極

めた結果であり、ここでステージゲートが働いているという言い方もできます。ですから「非実施

だから悪い」という言い方はしないほうが良くて、全体的にハイリスクのプロジェクトなので、こうい

うものもあって然るべきだと考えています。 
 次に 5 ページです。一応実施、非実施に良い、悪いをつけずに、分野別、研究開発の出口別、

プロジェクト体制別で継続状況を見ました。一番上は分野別の比較で、平均 81％に対してナノテ

クは 87％、バイオ医療は 77％と大きな差はありません。 
 その下は研究開発の出口別です。これは研究開発の出口を設問で聞いて、企業の方が回答し

たものですが、結果的には「プロセス開発」の継続割合が 95％と非常に高くなりました。プロセス

開発と答えた企業は化学、バイオ系が非常に多く、プロセス自身がそれぞれの企業が持ってい

る主要なインフラツールなので、やはりそこでの研究開発の継続割合は高いのだと理解していま
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す。対して機械装置開発が 72％と も低くなりました。 
 次はプロジェクト体制別です。今年度は集中研にも注目しますが、平均値に対して単独実施が

93％と非常に高く、分散研は若干低い傾向が出ています。次のページで体制別について説明し

たいと思います。 
 主要設問の集計結果は、先ほど NEDO さんから説明があったような論旨の深さまで、まだまと

め切れていない部分が多々ありますが、新しい設問なので得られた結果をご説明します。 
 6 ページはプロジェクト体制についてです。回答を理解するためには、設問でどう聞いたかが非

常に大事なので、設問自身を右上に載せています。「貴社が参加したプロジェクトは、どのような

体制のプロジェクトでしたか」という設問です。 
 釈迦に説法ですが、ここで言う集中研はコンソーシアムを組んで特定の場所に複数の実施者

が集まって研究開発を実施すること、分散研はコンソーシアムを組みながら、それぞれの場所で

研究開発を実施するもの、単独実施はコンソーシアムを組んだプロジェクトではないという定義

になっています。 
 「基本分析」のボックスの一番下ですが、集中研が 11％、分散研が 44％、集中研・分散研の複

合型が 35％、単独実施が 8％の割合です。単独実施の企業は、非実施が 7％で非常に低くなっ

ています。右側の横棒グラフの青点で囲った部分です。 
 中段はクロス集計です。Q30 で他機関の研究開発テーマについての把握という設問がありま

すが、プロジェクトに参加した他機関の研究開発テーマを把握していたかどうかを「全ての機関を

把握していた」「関連する部分だけ把握していた」「自社以外は把握していない」に分けると、集中

研では全機関のテーマを把握していた割合が 14％と非常に低くなっています。 
 単独実施も同じく 14％ですが、36％は全く周囲を意識していません。一方集中研は、関連する

テーマを把握していた所も加えると 90％ぐらいに達しています。全てを把握していた比率が 14％

と低いのは、集中研は主に基盤研究で、企業同士でかなり厳密な知的財産管理等を行う形態だ

ったからだと類推されます。 
 クロス集計 2 は協業と競争を意識したタイミングについてです。「プロジェクトに参加した他社と

の関係で、協業と競争を意識したタイミングはいつですか」と伺うと、集中研ではプロジェクトの提

案前から 68％が意識していたと際立っており、集中研に参画するに当たって協力関係、競争関

係を十分意識していたことが窺えます。 
 続いて 7 ページ、技術力ポジションの把握です。「貴社の技術力ポジションは、特許数や研究開

発ステージ、ユーザー評価等、総合的に見て世界で何位にありますか。日本で何位にあります

か」という質問です。 
 一番上が世界での順位ですが、プロジェクト終了後の技術力のポジションで言うと、「世界で 1
位」が 15％です。これは初めて出てきた数字で、こういうものかという感じがします。一方で「不

明」が 60％以上あります。実施、非実施で分けると、非実施で世界 1 位とした企業はなくて、

86％がポジション不明としており、自社の技術力に対する認識の低さを示しています。 
 日本というレベルで見ると、「国内で 1 位」と自己申告した企業が 42％です。これも実施、非実
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施で 47％対 21％と若干差が出ています。 
 技術力ポジションがプロジェクト参画の前後で変化したかどうかに対しては、プロジェクト終了

後も継続実施している企業は 77％が上がったと回答して、非実施では変わらない以下が 51％

でした。上がったという回答も 41％ありましたが、こういう結果が得られています。ざっくり言うと

非実施の側は取り組みが甘い、あまり調べていないという結果が如実に出ていると思います。 
 続きまして 8 ページに移ります。期待したメリットと実際のメリットです。期待したメリットは 4 択で

聞いて、100％を 4 点として、70、40、そして 10％以下は 1 点と評点化しました。右の評点で見る

と分かりますが、期待したメリットは、全体ではネットワーク形成と技術課題の克服が高く、それ

に対して標準化は 2.16 と非常に低くなっています。コスト的課題の克服は、期待度で言えば、低

いほうから 2 番目です。これは実施企業固有の部分もあるので、 初はプロジェクト後の課題と

考えていたと類推されます。 
 その下は期待と比較して実際に得られたメリットです。これは 5 択で、140 点以上をトップに 120、

100、80、60 点以下の 5 点法で評価しています。平均点 3 点は 100 点で、当初の期待どおりに

なります。したがって点数自身は、期待したメリットと直接比較はできません。 
 実際に得られたメリットは、ネットワーク形成、人材育成が非常に高くなっています。実施企業

はそれにプラスして、プレゼンスの向上です。これは社外的な側面と、社内での上層部に対する

側面と、両方含まれていると思います。それに対して相対的に も低かったのは、非実施企業に

おけるコスト課題の克服です。 
 ネットワーク形成、人材育成は、プロジェクト固有の目的以外の、会社としてのネットワークや知

的ストック的なものの充実を意味していると思います。 
 続いてマネジメントに対する満足度です。これは「NEDO の担当者のマネジメントに対する満

足度はどれぐらいでしたか」という設問です。狭い意味では担当者そのもののマネジメントの場

合もありますし、プロジェクト全体とオーバーラップする所もあると思いますが、これは 100、70、

40、10 点以下の 4 択で伺いました。70 点以上を合格と考えると、9 割弱が合格との判断です。

マネジメントに対する満足度は、ほぼ合格で、これについては実施と非実施の間に満足度に大き

な差は見られません。 
[藤野委員] この質問がよく理解できません。回答は当然実施者から寄せられたものですね。 
[日野部長] はい。 
[藤野委員] 質問の意味を具体的に説明して頂きたいのですが。 
[日野部長] 次のページにあるように、プロジェクトを通じて NEDO の担当者といろいろな協議

ややり取りがありますが、NEDO 担当者のプロジェクトマネジメントに対して、企業の側から見て

100 点、70 点、40 点、10 点以下で何点をつけますかと聞いています。 
10 ページ目は、NEDO の担当者との協議についてです。「NEDO の担当者とは、普段、どの

ような協議をしていたか」という設問で、これを通じて NEDO の担当者のマネジメントに対する印

象、評点が決まると思います。 
 左側に NEDO の担当主査の方が主にプロジェクト実施者と行う業務を 13 項目掲げています。

 9



 

もちろん「協議有り」は全体として 95％ですが、その内容は全体的には評価・検査への対応、計

画書の精査、提出書類に関連する対応が多くなっています。これは複数回答です。特徴的なの

は、予算要求・配分や研究開発の方向性においては、非実施での協議割合が実施より若干高

いことです。実施、非実施に絡めて、予算や方向性の検討を NEDO の担当者と高い頻度で行っ

たと考えられます。 
 右下の表は、それぞれの協議内容についての満足度で、これも評点で聞いています。N 数の

多いものを順番に並べており、一番右が平均点です。研究開発の方向性の検討を協議した方の

満足度が 85.8 点と非常に高く、2 番目は N 数も高いのですが、成果報告書の内容精査で 84.4
点です。3 番目は事業化シナリオの方向性検討で、この辺を NEDO の担当者と協議してありが

たかったということです。 
 知的財産等の取り扱いに関わる検討や戦略的な標準化取得に向けた検討は N 数が少ないと

いう結果が出ています。知的財産等に関しては、NEDO が 22 年度末に知的財産マネジメントの

基本方針を打ち出されているので、今後その辺についても担当主査を通じて協議等の機会が増

えるのではないかと考えています。 
 11 ページは評価に対する満足度です。評価部なので、評価自体に対する満足度を 4 段階で聞

いていますが、約 9 割の企業が「合格」でした。 
 12～13 ページは、各種調査・検討を 初に行った時期です。12 ページの一番下は、事業化シ

ナリオ、技術動向調査、特許動向、市場動向、コスト目標、リスク検討について、それぞれの項

目で 初に検討を行った時期をリストアップしています。 
 当然、 初の検討はプロジェクトの提案前が も多いのですが、技術動向調査が 69％と一番

多く、一番少ないのがリスク検討の 40％でした。実施企業と非実施企業を比較すると、事業化シ

ナリオの検討以外は、非実施企業では 初の検討の時期が遅く、コスト目標や特許動向等につ

いては、非実施企業は「なし」「未回答」が実施企業より多いという結果が得られています。 
 13 ページの表は調査範囲です。ざっくり言うと、非実施企業は調査範囲が国内に限定されてい

たり、調査を実施していないことが多いのに対して、実施企業は国内外を含めてきっちり調査を

しています。 
 Q7 では研究開発フェーズについて確認しました。「貴社の研究開発フェーズは、プロジェクト提

案時と終了時においてどのような段階にありましたか」という設問です。提案時の研究開発フェ

ーズに関しては、一番上の基本分析の表で「未着手」という回答が全体で 30％、継続実施者で

27％に対して、非実施では 45％です。回答どおりに受け取ると、プロジェクトを継続実施しなかっ

た企業は、提案段階では着手していなかった所が非常に多くあります。 
 一方、提案時とプロジェクトの終了後を比較すると、真ん中の表の青い点線で囲っている部分

にあるように、提案時に未着手でも終了した段階では、開発段階、製品化段階と概ね半数以上

が 2 段階以上アップしています。この段階まで行くと技術の見極めが可能になるので、プロジェク

ト参画の効果が見て取れると思われます。 
 プロジェクト終了後の段階で、当然実施企業の場合は上市・製品化まで 14％が達しています
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が、非実施企業では製品化段階に行ったのは 5％で、研究段階レベルにとどまっているのが

50％と非常に多いという結果が得られています。 
 15 ページは自己評価です。これはプロジェクト全体ではなくて「当該研究開発の成果について、

自社分のみの成果を自己評価するとすれば何点になりますか」という設問です。一番上の基本

分析では、実施は 80 点近いのに対して非実施では 65 点と、自己評価にも非常に差が出ていま

す。 
 一番下のプロジェクト体制別で見ると、100 点満点をつけたのが集中研と単独実施で、それぞ

れ 40％を超えています。ただ意味合いは違うと思います。集中研の場合は基礎研究的なものを

じっくり進めることができたとの自己評価で、単独実施の場合は企業への持ち帰り研究なので非

常に進めやすく、クローズしているため実用化に向けての協議等も進めやすくて自己評価が高

いのではないかと考えています。 
 16 ページはプロジェクトに対する満足度です。これも 4 択で 100 点から 10 点の中で選択頂き

ました。一番上の基本分析の右の表にあるように、プロジェクトの満足度と継続実施割合には比

例関係が見られます。分野別で見ると、バイオ医療や機械で満足度が低いという結果です。プロ

ジェクト体制別では集中研での満足度が平均 83.6 点と非常に高く、100 点が半分以上でした。 
 後は社内の経営組織上の位置付けと、それに対して社内のどのレベルの層がコミットしてい

るかという設問です。全体的には当然のことながら、社内の組織戦略上の位置付けが非常に高

く、不可欠と判断された研究開発であればあるほど経営層以上、事業部門長やトップクラスが関

わってくる傾向が高いという結果が得られています。 
 また基本分析の中での実施と非実施の割合ですが、「貴社がプロジェクトに参加するに当たっ

て 終的な判断理由となったものは何ですか」という設問で、共同提案者、業界団体、政府機関

等社外からの誘いの時は継続実施率が低くなっています。それに対して社内、特に事業部門、

研究部門等の判断で参画した場合は継続実施率が高くなっています。申し訳ありません。駆け

足で分かりづらかったと思います。 
[菊池分科会長] この後討議する時間は十分用意してありますが、ご意見、ご質問をお願いしま

す。 
[永田委員] いろいろ興味深い論点が含まれていると思うので、限られた時間の中では尽くせな

いと思いますが、今の説明で特に興味深くお聞きしたのは、日野さんが冒頭に言われた「プロジ

ェクト中止に至ったケースを、必ずしもネガティブに評価することもないのではないか」という所で

す。私も、それは大変重要な論点の一つだと思います。 
 企業にとって、ある研究開発プロジェクトを中止する判断ほど難しいものは、恐らくないだろうと

思います。当然見極めをつけなければならない局面はあるでしょうが、一方で NEDO プロジェク

トのように公的資金の助成を受けていると、なかなか撤退しにくい部分もあると思います。撤退す

ることが、次のプロジェクト継続への経路を決定的に塞いでしまうのではないかとの不安感もあ

るでしょうし、NEDO 自らが追跡評価を行うこと自体、撤退に対してブレーキをかけさせるメッセ

ージを発信している可能性があります。それだけに意思決定は、非常に難しい戦略上の問題に
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なっていると思います。 
 ただ一方で、これまでの調査結果の中で私がもう一つ印象的だったのは、NEDO プロジェクト

として推進したことを大変高く評価する要因の一つに、「自社の中だけでやっていたら、恐らく早

期に撤退せざるを得なかったテーマでも、NEDO プロジェクトとして推進したために継続して、結

果的にそれが事業に結び付いた」というものがあることです。 
 ですから、このプロジェクトの一つの趣旨として、継続し難いものを継続させることで、 終的に

市場に手が届く所まで持っていく側面もあると思います。そのあたりの兼ね合いで考えると、何を

もって撤退の意思決定をすることが合理的なのかについての指針を提供することが、過去のこう

したプロジェクトの評価結果の積み上げの結果で得られる重要な知見の一つだと思います。 
 見極めが非常に難しい分野もあれば、比較的容易に、いくつかの基準を考慮することによって

できる分野もあると思います。これまでの調査の中では、そこにはあまり踏み込んでなかったと

思いますが、今後、よりマネジメントに深く立ち入った追跡・評価を進める際には、プロジェクトの

撤退を決定づけた重要な要因を詳しく明らかにするデータの取り方ができると面白いし、今後の

プロジェクトにとって有用なデータが得られるのではないかと思います。 
 企業はこのあたりの判断がとても難しいので、ステージゲートモデル等、いろいろな手法を導入

しているでしょうが、「それで十分だ」という、ある種の客観的な判断を担保する方法論がある訳

ではありません。その意味でも、この種の経験的なデータから得られる知見は大変重要な意味

を持つと思います。 
[菊池分科会長] 永田先生のご指摘のポイントは非常に大きな課題で、追跡調査及び評価に課

せられている一つのミッションだと思います。立論のあり方はそのとおりだと思いますが、非実施

というのは強い価値判断の領域で、我々はなるべく自らは価値判断をしないという下でデータを

集めています。 
 そういう中で今回何ページかにわたるものを見て、「なすべきことをやっている者達が、自らの

責任において成果に対して自らの判断を示した。それに対して他人から言われることではない」

というのであれば、それは一つの合理性を持っていると思います。 
 ただ、このプロセスを見ると、分散研であろうと何であろうと、研究テーマのセレクションやネット

ワークの形成、特に事前のシナリオ決定や技術動向調査は、普通、企業の中ではほとんどやっ

ているはずです。だから、どうしようもない物を外に出していたり、それで外部資金を取れるなら

取れということでやっている可能性もあります。その意味では、この段階では委員会として強い価

値判断は入れないほうがいいと思っています。 
 したがって調査の価値判断の話は、追跡調査のベースでは、当然評価は各委員がいろいろな

意見を述べればいいと思うので、それについてとやかく言うことはないのですが、ここの流れを見

ると、事前段階での予備的な準備が適正ではない方々が多いように思います。 
 当然、途中でいろいろなことがあるでしょうが、そうなるとポイントとしては、続けたのか続けて

いないのかが大きな価値判断になります。そこに対して明確な、客観的な情報を追跡の形で取っ

ていくことは非常に意味があるので、永田先生のご指摘の点は、ぜひ今後の委員会の中でも、
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プロジェクトフォーメーションも含めてやっていく必要があると思っています。これは個人的に感じ

ている所です。ほかにいかがですか。 
[藤野委員] 各設問に対して非常に細かい分析をされていて、その面では評価しますし、回答結

果に対する解析、分析はかなり精緻に、科学的になされていると思いますが、少し気になるのは

回答がどういう状況で出てくるかです。ここは、なかなか検証が難しい所だと思います。例えば参

考資料 2 の 70 項目の質問は、回答者にとっては、かなり心理的負担感の強いものだと思いま

す。 
 ですから、こういう調査自体の重要性は前提とした上で、ある意味では質問項目も、一定の集

中と選択が必要だと思います。定性から定量という説明がありましたが、今の形でその趣旨を貫

徹しようとすると、恐らく質問項目が非常に増えていくと思います。 
 しかし、細分化して果たして今ご指摘があった本質的な問題点を立証できるデータが出てくる

かどうかは、分からない所です。ですから、もう少し設問項目を絞り込んで、例えば「今年度はこ

こに光を当てて、できるだけ精度の高い解析をやってみる」とすると、答える側の負担感も少ない

ので、逆に実情を反映する回答が出てくる可能性があると思います。回答する側の立場としては、

量が多いと流しの回答をしてしまうことがあるので、その点も考慮すべきだという印象を持ってい

ます。 
[菊池分科会長] 藤野先生のご指摘は当然ですが、私は逆にこういう調査で、かつ追跡の場合

は、これでも少ないぐらいだと思っています。つまり追跡調査の位置付けが多機能にわたってい

るので、機能分類して「今年はここだ」「来年はそこだ」とやって、気がついたら 10 年経って数千

億円のお金がどこかに飛んでいることを考えると、それは間違っていると思います。 
 アンケート、ヒアリング、個別調査と 3 段階に分けてやっていますが、そういうことからすると調

査という形で実態として残るので、答えている方がプレッシャーを感じたとしても、組織体として答

えているのが普通でしょうから、やはりある程度までご理解頂くということです。 
 ただし分からない所は、例えば 1 か 5 かどちらか分からないと真ん中を選びます。以前永田先

生が問題の立て方や、1～3 で書くのか、1～10 で書くのかによって違うという分析をなさったこと

を覚えていますが、1 か 5 を書くのと、真ん中を書くのでは、分析のこういう表現の仕方はあまり

使えません。その意味では、答えた方々がプレッシャーを感じているとすれば、何らかの形で、有

意な差があるのかという差の分析をすべきです。 
 例えば非実施の人が書いた 100 点と、実施した人が書いた 100 点に、有意な差があるかどう

かを見ればいいのです。そうなってくるとサンプル数の議論になりますが、サンプル数が 1 で

1000 億円使っている場合と、サンプル数が 100 で 1000 億円使っている場合では違います。 
 ですからボリュームポジショニングを明確にした分析の表現をすればいいのですが、今はそれ

がされていません。ボリュームポジショニングで一番大きいのは、どのぐらいお金を使ったのか、

どのぐらいの人や企業が関わっていたのかで、そこは明確にしておくべきだと思います。 
 当然プロセスマネジメントを意識するのであれば、インプット、アウトプット、アウトカム的なデー

タを統合してマネジメントに影響させていく時のテクニックとして、アンケート調査に頼らざるを得
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ないのは事実ですが、それだけに頼っている訳ではありません。 
 私は、藤野先生のご指摘は正しいと思います。今回の 70 項目は入れ過ぎだというのは、確か

に理想を追い過ぎた所も少しあるかも知れないし、1 人又は数人で相談しながらアンケートに答

えているでしょうから、書きにくい所はあるかも知れません。 
 しかし、いずれにせよ 100 点、70 点、40 点、10 点という時に、70 点に集中するのは当然です。

40 点は 50 以下だから書きにくいので、40 点と 100 点の差分がどうあるかの分析は当然すべき

だろうと思います。その辺が今後の課題だと感じています。渡邊先生、いかがでしょうか。 
[渡邊委員] 三つあります。一つは公募時に、ＰＪ終了時のアンケートの質問事項と同じことを聞

いておいたほうが良いと思います。「あなたは公募時にこう書きました。それに対して同じことを

質問するけれども、どう変わりましたか」という聴き方だと、書くほうも書きやすいと思います。そ

の間にいろいろな状況変化が出てきて「こういう事情でこうなった」ということもあるだろうから、そ

れはそれで一つの提案としていいのではないかと思います。 
 二つ目は主査の対応への満足度評価ですが、Q50 の担当者との協議についての所で基本分

析の縦軸に載っている業務を、ちゃんと主査さんに説明してありますか？縦軸は「こういう業務が

主査との折衝で行われている。それに対してどうだったか」ですが、このこと自体を主査さんに事

前に説明しておかないとアンフェアだと思います。 
 また、プロジェクト実施時の進め方をある程度念頭に置いた質問でないと、「 後はどうでした

か」というだけでは分かりづらいので、主査さんにも「あなた方の業務はこういう観点で評価され

ます」と言っておく必要があるように思います。 
 三つ目は、「実施しません」「この研究成果はうちでは使いません」という回答をした非実施企業

について、オープンイノベーション的なものを NEDO としてどう取り込むかです。これは公的資金

を使って形成された技術成果なので、「やらない」と言っているのであれば、「ああ、そうですか」

で終わりではなくて、そこのノウハウや知的財産をオープンにしてもいいかどうか確認したらいか

がでしょうか。オープンにしていいのであれば、NEDO のホームページに「こういう成果があるの

で活用して頂きたい」と出すのが、国民に対する一つの回答になると思います。 
 この辺はJSTも今いろいろやっているようですが、僕はNEDOのほうが運営体制として非常に

しっかりしていると思います。今日は JST の人がいるのですか。（笑） 
 JST は大学等への支援が多いのですが、会計検査院への対応に際して、大学等への指示が

若干混乱しているようです。 
 その意味では、NEDO はちゃんとそういうことをやっています。そこは JST も参考にすべきだと

思いますが、要はここで言う集中研のような基礎的な研究は、今後の成果に非常に期待が寄せ

られます。したがって、そういう意味では継続は当然あり得るし、むしろ継続しなければいけませ

ん。個別プロジェクトで企業が自社の業務のために何らかのことをやって、「うちとしては、この業

務は難しい」と言うのとはステージが全然違います。 
 私は常々NEDO と JST は連携したほうが良く、ＪＳＴの基礎研究の部署とＮＥＤＯの産業的研

究の部署をもっと強くして互いに連携させ、オーバーラップを避けるべきと考えています。そこを
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考えるべきと思いますが、それはトップの声で決まるのかも知れません。 
[菊池分科会長] ありがとうございます。渡邊先生の指摘は、追跡評価のここの委員会からほか

の部局にお願いして、事前の段階であれば約款、定款に契約上どう織り込むかという問題を含

んでいると思います。アンケートの中では「期待した」「実際の」と、Ex-post と Ex-ante で分けて

いるので、今後のヒアリングでもそこを明確にしていくことが必要です。 
 集中研と分散研については、2 回目の委員会のテーマとして挙げています。その時に NEDO
のなすべきプロジェクトの役割と、非実施の場合の成果物について、バイドールのこと、国がどこ

まで文句を言えるかまで含めて、少し突っ込んだ議論ができればと思います。 
 時間が押していますので、資料 6 の「データ間の分析と統計的解析」の説明を聞いてから議論

に戻りたいと思います。 
[掛澤室長] 資料 6 の説明をいたします。1 ページは「調査の目的および背景」です。NEDO で

はたくさんのプロジェクトを実施していますが、プロジェクト終了後は継続実施、非実施に分かれ

ます。また実施の中でも、障壁を越えられずに追跡調査の 5 年間の間に非実施になることもあり

ます。 
 黄色で示す「差」に起因する要因は、例えば終了時までに到達すべき研究開発段階、課題克

服の進捗状況、社内環境の整備状況等いろいろあると思いますが、これらを設問の回答から導

き出して、マネジメントのアクション事項として具体化する必要があります。 
 今回、個別データ間の分析と統計的な解析を行いましたが、これがなぜ必要かが下に書いて

あります。まず成果の評価に対して、非常に多くの要因（アンケートの質問項目）が影響して、主

要な要因がどれであるかの判定が困難です。集積されたデータを用いて、適切な統計的分析を

行うことで、どのような要因が重要な役割を果たしているかが明らかになります。 
 「上記の『差』に起因する要因」の例が書いてありますが、マネジメントの重要項目を列挙するこ

とはできても、どれが大事かというプライオリティーの決め方や、そのための具体的なアクション

は漠然としています。ですから重要な要因を深掘りして、ブレークダウンして、次年度以降アンケ

ート調査を実施することで、マネジメントの核心に迫ることが可能だと考えています。 
 3 ページは個別データ間の分析の一つ目で、Q7 の研究開発段階の変化です。緑で囲ったもの

が質問です。プロジェクトの提案時と終了時において、どのような段階にあったかについて、回答

を下に集計しています。 
 縦が提案時点で未着手から上市段階、横が終了時点で未着手から上市段階で、どのように進

んでいったかが分かります。それをバブル図で示したものが右の図です。総件数は 187 件で、右

図の斜めの線は、1～3 段階のアップを示しています。X 軸は提案時点で未着手から上市段階で、

Y 軸は終了時点でどこまで上がったかを示しているので、何段階アップしたか分かると思います

が、3 段階アップしたものの割合は 77％でした。未着手からの開始は 53 件で総件数に対して

28％、約半分は 2 段階以上アップしています。 
 一番下に書いてあるように、NEDO プロジェクトの研究開発段階では、バブル図の大きさから

見ても未着手や研究段階がほとんどです。NEDO の追跡調査は 5 年間ですから、プロジェクト
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の期間中に 2～3 段階アップして製品化、上市段階まで行っておかないと、残りの 5 年間で製品

化、上市化は、なかなか難しいのではないかと書いています。 
 4 ページに行きます。個別データ間の分析の二つ目で、期待メリットと実現メリットの関係を調べ

ました。緑の枠の中は質問の内容です。Q28 が期待したメリットの期待度、Q29 が実際に得られ

たメリットで、それぞれ点数をつけています。技術的課題の克服から社内・外でのプレゼンス向

上まで 10 項目について質問していて、選択肢は期待が 4 段階、実現が 5 段階です。 
 下の表では、横軸と縦軸の交点になるセルが期待値と実現値の積を示しています。赤字で書

いてある 1.40 や 1.20 は、開始時点と比較して Q29 で 100 点以上をつけた、 初より良かった

ものを示しています。 
 その結果をまとめたのが 5 ページの絵です。10 項目について、それぞれのグラフで横の X 軸

が期待値（10％以下から 100％）です。縦軸は期待値と実現値の積の値です。バブルの大きさ

は件数です。 
 この 10 項目は三つのグループに分けられると思います。色分けしていますが、一つは赤色の

ネットワークの形成、研究開発資金の確保です。100％の期待という件数が多く、トータルとして

50～60 件あります。期待度 100％、期待値×実現値 1.0 以上が多くなっています。 
 二つ目が黒字で書いてある技術課題の克服、開発のスピードアップ等の 6 項目です。これは先

ほどと比べると、やや少ないけれども、同じような傾向にあります。三つ目は緑色のコスト課題の

克服と技術標準化の促進です。ほかの 8 項目とは明らかに違い、期待値 100％が少なく、10％

以下が多くなっています。ここではプロジェクト参画者が何の進展に期待しているか、進展度合

いが大きい項目は何であったかを示し、それは三つのグループに分けられます。 
 次のページは 10 項目についての相関分析の結果です。一番上の欄、「設問内容」の右が

「Q28期待メリット」です。「Q28期待メリット」の技術の所で下へ下りてきて「Q29実現されたメリッ

ト」との交点で、例えば技術課題では、斜めに赤で書いてあるのがそれぞれの相関です。これを

見るとコスト課題、標準化は相関が低いことが分かります。ほかの 8 点とはやや異なります。 
 表の一番下に注があります。＊＊は相関係数が 1％水準で有意、＊は 5％水準で有意であり、

＊があるのは相関が高くなります。 
 7 ページ以下は、先ほど三つのグループに分けた中で代表的なものを示しています。まず 1 群

目の研究開発資金の確保です。表は集計の表ですが、期待度 100％、70％の件数が多く、逆に

40％、10％以下は少なくなります。期待度×実現値が 100％を超えたのは 50 件です。（55 件は

ミス） 
 8 ページは先ほどの 2 群目の技術的課題の克服です。1 群と比べると期待値 100％、なおかつ

1.0 を超えているものはやや少ないのですが、同じような傾向があります。期待度×実現値が

100％を超えたものは合計で 39 件でした。 
 9 ページは 3 群目のコスト的課題の克服です。これは標準化と同じ傾向で、10％以下の数がや

や多く、期待値 100％はそもそも少なく、期待度×実現値が 100％を超えたものは 11 件でした。

個別データ間の分析はここまでです。 
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 次のページは「調査結果解析の手順」で、統計解析の手順を示しています。右側に書いてある

ように、まずデータの構造化を行います。設問を分類、順序、間隔、比率尺度に区分して、あとは

統計的な処理を行い、下から 3 行目のクラスター分析で設問間の類似度を判定します。また 4 で

目的変数、説明変数を設定して、重回帰分析により目的変数に関する重要な説明変数を抽出し

ます。 
 左図にあるように、データ整理、重回帰、クラスターというサイクルで、冒頭に言ったアンケート

内容で深掘りをしていきます。 
 11 ページは「設問のデータ尺度及び回答率」の一覧表です。「データ尺度」は分類値なのか、

順序なのか、間隔値なのかです。回答率の所で赤で書いたのは回答率の低い設問です。例え

ば 16 番「継続研究の理由等」は 0－9 となっています。これは複数の設問があって、0％のものも

9％のものもありますが、いずれにしても 90％に行くほど高いものはありません。 
 次の 12～13 ページはクラスター分析結果です。12 ページの左はデンドログラムですが、ここで

は異なる性質の設問が混在する集団から、類似した設問のグループ化を行うためのクラスター

分析を行い、結果をデンドログラムで表現しました。赤字で書いてある Rescaled Distance 
Cluster Combine の値が小さいほど近縁にあります。例えば「3 や 44 は低いので近い。41、40、

39 は距離が非常に遠い」ということです。 
 この図を設問内容と共に移したのが 12 ページの右の表です。13 ページのコメントと色分けをし

て書いてあるので、対比して見て頂ければと思います。青で書いた成果結果に関する設問（「成

果の自己評価」「プロジェクトに対する満足度」「NEDO マネジメントに対する満足度」等）、期待さ

れたメリットの「技術課題の克服」「スピードアップ」は同じグループに属しています。期待されたメ

リットの「技術の獲得」「ネットワーク」も近縁のグループを形成しています。 
 ここから、自己評価や満足度の評価は期待されたメリットのうちの「技術課題の克服」「スピード

アップ」「技術の獲得」「資金の確保」を根拠になされていると言えます。 
 もう一つの考察として、もし期待がやる気やモチベーションを表しているとすれば、例えば

100％期待していると回答していれば、参画に対する企業のやる気が満足度に反映していると考

えられます。 
 茶色で書いたのは実現されたメリットの各要素で、これは同じクラスターあるいは近縁のグルー

プに分類されています。緑色で書いたのは「打ち合わせ頻度」です。対象によっていくつか設問

がありますが、個々に独立しています。プロジェクトやマネジメントの満足度との近縁関係は見ら

れません。当然「打ち合わせ頻度」はマネジメント上の重要なアクションなので、満足度と近縁関

係になるようにアクション内容の改善が必要であることが考察されると思います。オレンジ色は事

業化シナリオと事業化の関係ですが、近縁関係は見られません。 
 14 ページ以降は重回帰分析についてです。これは目的変数と説明変数を決めて、質問内容に

よって結果や成果に関する設問、NEDO マネジメント内容に関連する設問、社内状況や外的状

況で分けています。そして結果や成果に関する設問を目的変数として、NEDO のマネジメント内

容等の説明変数によって、どのように説明されるかという重回帰分析を行っています。 
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 結果や成果に関する設問で、どうつながったかという直接的な質問は、実施なのか非実施なの

か、終了後の資源投入で人や資金が増えたかです。間接的な質問は満足度等で、これらに分け

て重回帰分析を行いました。 
 15 ページに、その結果をまとめています。「目的変数を複数の説明変数で予測して、説明変数

がどの程度目的変数に影響を与えているかを知る。影響の大きさによって重要度が分かる」とい

うことで、今回、重回帰分析の①～③を行っています。 
 ①は実施、非実施を含めて回答全体で、目的変数は成果の自己評価、プロジェクト満足度、マ

ネジメントの満足度、成果の影響です。②は実施と非実施に分けて、それぞれ目的変数につい

て重回帰分析を行っています。③は回答全体を対象に、実現メリットの各項目を目的変数としま

した。 
 この結果、①はプロジェクト満足度では実現メリット（研究開発資金の確保や技術課題の克服

等）、NEDO マネジメントの満足度では研究開発資金の確保、スピードアップ、プロジェクト成果

の影響では意思決定者の影響が大きくなります。 
 ②は、「実施」のほうは実現メリット、他機関や競合他社の情報把握、意思決定者、経営層の関

与という因子の影響が大きく、「非実施」では技術課題の克服、スピードアップ、プレゼンスの向

上等の影響が大きいことが分かります。③はここに書いてある影響が大きいことが分かりまし

た。 
 これらをまとめたものが黄色で書いてあります。（1）実現メリットの項目の影響が大きいことは、

回答時において何を判断の指標としているかを示している。例えば満足度を上げるためには上

記の項目に重点を置いたマネジメントが必要になる。（2）意思決定者、経営層関与は成果の影

響に対して影響が大きい。意思決定者が考える目標・ゴールを確認して研究開発計画を立て、

それを達成することが必要である。これは研究者のゴールではないということです。 
 （3）他機関・競合他社の情報把握、技術力ポジションからは、事業化の目標（終了時にどこま

で進まなくてはいけないか）と、研究開発の目標が整合していることが重要である。もう一つは、

他社との相対的な位置付けがどう上がったかを、かなり評価の基準にしていることが分かると思

います。 
 16ページ以下は重回帰分析の結果です。時間もあるので16ページを説明します。黄色い枠内

にあるように、使用した変数に分類値、順序値、間隔値が多く含まれるため、説明度は 50％程

度が上限だと思います。その上で上の寄与率ですが、これは全体を対象にして、目的変数であ

る成果の自己評価、プロジェクトの影響、成果の影響等への、説明変数の因子ごとの寄与率の

程度を示しています。 
 例えば成果の自己評価は、実現メリットの「技術的課題の克服」が 27％を説明しています。以

下、スライドのような数字です。プロジェクト満足度は、実現メリットの「研究開発資金の確保」が

18％です。ここから寄与率、どの程度重要かという数字の大きさが分かると思います。 
 17 ページは実施と非実施で分けたものです。18 ページは実施と非実施についてまとめたもの

です。上の枠が実施の場合のマネジメント上の着目点で 1～4 まであります。これは頻度の数に

 18



 

よって重要度を考えています。下が非実施の場合です。黒字は実施、非実施の両方に現れる回

答項目で、青字は実施あるいは非実施に特異的に現れたものです。19 ページは実現メリットの

項目で、同じような解析を行っています。 
 20 ページは今後の展開です。重回帰分析の結果に基づいて、影響の大きい設問項目につい

て個々のデータで検証することが必要で、深掘りをするための設問内容の検討、マネジメントの

アクション事項（4W1H）の具体的なものへブレークダウンを行うことです。 
 その例が下に書いてあります。重回帰分析②で行ったプロジェクト成果の影響について、書い

てあることを加工してストーリーを作ってみると、「意思決定者のレベル、技術課題・技術獲得の

達成レベルが 重要であり、ネットワーク形成等によって社内のプレゼンスが向上して、事業化

シナリオをどこが主導したか等の総合的な結果として、社内での経営戦略的な位置付けが確立

される」ということだと思います。 
 こういう重要設問回答からの NEDO マネジメントのアクション事項へのブレークダウンの例で

す。意思決定者のレベルについては、意思決定者が考えている目標レベルをしっかり確認し、そ

れに基づいて研究開発計画と整合させることです。②として当然そういう立場の人達とのコミュニ

ケーション強化が考えられます。 
 Q29 の実現メリット（技術的課題の克服）については、①～③のことが考えられると思います。

提案段階でのポテンシャル評価や実施内容の精査、技術課題の明確化、認識共有、外部知識

の活用等が考えられるのではないかと思います。 
[菊池分科会長] ありがとうございます。何か質問、コメント等はございますか。 
[永田委員] 質問票の変数の構造を全体的に俯瞰する上では大変重要な分析を試みていると

思いますが、細かいことについて 1 点だけ確認します。変数の性格について間隔尺度、順序尺

度と整理されていますが、後で重回帰分析をやる時には順序尺度も間隔尺度と見なして分析し

ていますね。 
 例えばリッカートスケールで 1～5 までの場合は、1 は 1 ポイントとしてつけているのですか。そ

れとも何かのアンカーをつけているのでしょうか。 
［染宮主席研究員］ つけていません。これをやる前にトライアルとして 2 項ロジスティックや多項

ロジスティックをしてみましたが、発散してしまって引き出せなかったからです。変数を適切に、

SPSS の指示に従ってどんどん抜いていけば収束する可能性はあると思いますが、それは大変

な作業です。 
 部分的には、2 項ロジスティックに関してはいくつか解けるものがありましたが、多項に関しては

全滅でした。ですから情報を引き出せなくて、「回答の選択肢で順序を切り替えればある程度線

形性が言えるのではないか」というものについては、間隔尺度と見なしてやっています。 
[永田委員] 分布が正規性を持っているかどうかのチェックはされているのですね。 
[染宮主席研究員] 一応やりました。ですから 初の時点で省いているものがかなり多いです。 
[永田委員] そう厳密に変数の取捨選択をする必要はないと思いましたが、そのあたりをきちん

と精査しているので大変安心して拝見できます。この段階の分析は、基本的に使える変数を機
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械的に選択して、当てはまりをチェックしていくのだと思いますが、今回の質問票の中で、ややマ

ネジメントに立ち入った質問項目を取っている背後には何らかの仮説があったと思うので、その

仮説を割とパーシャルにチェックする分析をすると良かったと感じています。 
 質問票を見ただけでは、その仮説は私自身もよく分からなかったので、神鋼リサーチの担当の

方々にも見えにくい部分があったのではないかと思います。例えば集中型、分散型の研究体制

は、何のために取った変数かというのは、いろいろな解釈が可能だと思いますが、「要素技術の

すり合わせが相当必要なタイプのプロジェクトは集中型でやったほうがいい。 終的に組み合わ

せが可能なものは分散型でやっても効率が追求できる」という仮説があったのかも知れないと想

像しながら聞いていました。 
 そうだとしたら、それと技術の特性を関連づけた所での分析が必要になってくると思うので、質

問票の設計者の問題意識とうまく連携を取りながら進めると、なお良かった感じがします。これは

非常に抽象的なコメントです。 
[菊池分科会長] ありがとうございます。永田先生の言われる所は、まさに 2 回目の委員会で議

論しなければいけない重要なポイントです。追跡の中で、今後プロジェクトフォーメーションとして

の集中、分散で、どういう技術ファクターを調査票の中にどう入れ込んでいくかという設計の所も

ありますし、今回作られた調査票は事前の暗黙の仮説があって、逆にその仮説をクラスター分析

で「こんなことを考えていたのではないか」と確かめたのかも知れないという所もあります。 
 そういう意味で、黄色で囲んだ所を「たぶん、それにはめ込まれるように皆さんが答えたのだろ

う」と読んでしまうと身も蓋もない話ですが、検証的なことからすれば、回答者が何らかの下で答

えている所で、ある程度統計的なチェックをしているので、少し安心して見ています。 
 その中で少し気になるのは NEDO との打ち合わせですが、分析していて何か気がついたこと

はありませんか。割と奇異に感じているのですが。 
[染宮主席研究員] まだ、いろいろ考えている段階で、ある程度説明をつけられる状態ではあり

ません。ただ少なくとも中立の立場でやって、ざっと拾い出されたのはこういうものです。 
 それから NEDO が当初考えていた仮説との関係は、そのままやると N 数が小さくなってしまい

ますが、今回要因がかなり絞られてきたので、絞った形で層別してやってみたいと考えていま

す。 
[菊池分科会長] ほかにご質問、ご意見はありますか。 
[渡邊委員] 今回のような調査結果、アンケート結果の統計的分析は初めての気がするので、そ

の意味ではいいと思います。従来の評価はあくまでも事後評価で、追跡評価が主体でしたが、今

回の分析は、NEDO の評価部が何らかの意思を持った形でプロジェクト全体の方向づけをしよ

うという方針の表れだと思います。 
 一方、企業の傾向として、NEDO に対して研究開発を提案する背景に、例えば自社の研究費

や人件費の補充も当然あると思います。 
 これに対し、次の産業化を目指して、日本としてやらなければいけないけれども、リスクがある

のでぜひ支援してほしいということがありますが、この積極的な攻めと守りのエモーションの分析
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に、役に立つと思います。 
 分析したからどうだということではないのですが、恐らく過去からそういう企業事情はずっとあっ

た訳です。「この会社はこういう傾向がある」と判断すること、逆に言うと NEDO の企業台帳的な

もので、過去からの研究の付き合いの中で企業評価をちゃんとマネジメントすることは、特に経

産省側の仕組みとしては大事な気がします。 
 そういう観点でエモーション分析をやりつつ、データベースを作っていくことは、必要だと思いま

すし、今回のものがいいかどうかは別にしても、この手の統計的解析はやったほうがいいと思い

ます。 
 それから 初の資料で「未着手のものを 後は上市まで持っていきたい」と言われました。これ

はそのとおりだと思いますが、追跡期間 5 年間の中で上市まで行くのが難しいのであれば、

NEDO としては少なくとも未着手のものの支援は、それなりの国策的な理由がなければやるべ

きではないとの判断を持つべきだと思います。マネジメントを考えなければいけません。 
 市場化までイメージして NEDO が支援することを前提とするのであれば、少なくとも「スタート

時点にこういうレベルでなければいけない」ということは認識しておいたほうがいいし、たぶんこ

の結果からも出てきていると思います。 
 もう一つはそういう意味でＮＥＤＯの立場から、JST の基盤的研究と、JST が行う A ステップと

いう産業化を目指した研究との整合をちゃんと取って、その辺のすみ分けをしておくといいと思い

ます。 
 JST には評価部がありませんが、そういう所と連携を取るといいと思います。「縦割りの弊害で

こうなっています」と言うのは簡単ですが、日本はもうそんなに金持ちの国ではないので、お金の

使い方は工夫すべきではないかと思います。 
[菊池分科会長] 藤野先生はいかがでしょうか。 
[藤野委員] 結構です。 
[菊池分科会長] かなり突っ込んで、次回の委員会もターゲットにしながら、プロジェクトマネジメ

ントを明確にしていきたいという中では、今後 NEDO の中でのプロジェクトフォーメーションの、

何を期待してこのプロジェクトを立案しているのかという所にも関わってきます。また「どういうファ

クターを勘案すればいいのか。その時に追跡評価、追跡調査のレベルで、データとして現実値を

取っておいたほうがいいのか」という所です。 
 ただ永田先生が 初に言われたように、継続、非継続の判断は非常に大きな価値基準なので、

それをなるべくミスリードしないようにやっていきたい。それから「追跡評価をしても仕方がないの

ではないか」と言うと話が終わってしまうので、少なくとも何らかの客観的なポジショニングはした

い。 
 ただアンケートに答えた方々が、それほどの知識を持って答えているのかは分からないし、藤

野先生が言われたように、プレッシャーを感じて答えているのかも分かりません。ですから一層

分かりやすい表現で、我々が親委員会に説明できる資料を提案できればと思います。先生方も、

いろいろなサジェスチョンをして頂ければと思います。 
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 その中で、もう少しアンケートと事前のインプットというか、ボリュームデータがあるはずです。答

えてくれた 198 社という N 数で見るのは悪くないと思いますが、すべてを誰かに出して自分達は

何もしなかった訳ではなくても、下請け又は何らかのネットワークを作っているはずです。それも

含めて参加人数、また知財のデータがあれば、発明者の数や論文も取れるはずなので、分かる

範囲で何らかのボリュームデータを知りたいと思います。例えば 1 社だったとしても、日本の研究

開発上重要なポジショニングであれば、ミーニングが変わってくるからです。 
 もう一つはニューメリカルな、数量化するインデックスも悪くないと思いますが、アンケート又は

ヒアリングの形で聞いていくと、そこから文章が出てきます。文章の分析は非常に難しい所があ

りますが、コンテキストとしての評価は追跡評価の中で一つの重要な分析方法なので、使えるか

どうかは別にして、そこについても果敢にチャレンジしてほしいと思います。 
 せっかく多くの方々に協力頂いたアンケートですし、この後ヒアリングもすると聞いているので、

そこから出てきたミーニングデータ、位置付けの所にアプローチできればと思います。学問領域

のオントロジー的な話をしようと言っている訳ではありません。もう少し実務レベルで分かるミー

ニングインデックスが出てくればと思います。 
 今日は議題がもう一つあります。「平成 23 年度簡易追跡調査の状況」です。説明をお願いしま

す。 
[日野部長] お手元の資料 7 に基づいて簡易追跡調査の状況を説明します。時間も押している

ので新規の点、変化があった点を説明したいと思います。 
 1 ページは今回の対象です。90 プロジェクト（468 機関）を対象に、今データが回収できていま

す。2 ページは対象のリストです。3 ページは回収状況で、現時点で 590 送付して 468 回収、回

収率は 79％という状況です。 
 4 ページから終了年度ごとに、平成 17、19、21 年度について説明します。平成 17 年度終了プ

ロジェクトは今年 5 年目の 終年度で、過去 3 回の調査結果が出ているので、これを中心に説

明します。 
 平成 19 年度、21 年度、23 年度と隔年で 3 回、終了後 1、3、5 年目に行っていますが、実用化

率だけ説明すると、14％、22％、23％という数字で推移しています。これは昨年度の報告書の

数字と同じ傾向です。初年度は 10％台、3 年目、5 年目で 20％台ぐらいになるのが粗方のパタ

ーンです。終了年度によっては、ずっと 10％ぐらいのこともありますが、上市、製品化という実用

化率においてはそのようなパーセントです。 
 その推移だけを抜き出したのが 5 ページです。1、3、5 年目で、上から上市、製品化、そして一

番下の紫色が中止です。これは例年の傾向ですが、1 年目から 3 年目に向けて若干上市、製品

化のパーセントが増えて、その後は各段階からのアップダウンはあっても、ほぼ平行状態になり

ます。片や中止については、プロジェクト終了後 5 年経つとどんどん累積されてきます。これと非

継続を加えると、5 年目はやっていない所が半分ぐらいになります。 
 昨年度永田委員から「このような傾向の中で、一度下がった後にまた上がるパターンがあるの

か」とのご質問がありました。今年度調べてみましたが、残念ながら実態は、一度下がると下がり
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っぱなしで、回復はありませんでした。過去には一度中止になった後、またやり始めたこともあり

ますが、 近はあまりないという傾向です。 
 6～8 ページは、19 年度、21 年度で、3 年間やったものと 1 年間やったものですが、17 年度の

説明の中で、ほぼ説明が尽きているので省略したいと思います。 
 9 ページ以降が今年度の簡易調査です。今年度から事前をかなり厚くしたので、簡易の設問数

は少なくしています。その中で 9 ページの（4）「プロジェクトで連携をした他機関との交流」は、今

年度新規の設問で、事前の中にもありません。「現在、プロジェクトで連携した他機関との交流は

どのような状況になっていますか」という設問ですが、簡易調査は現状段階が全部分かるので、

現状段階別に上市、製品化、技術開発、研究、中止、全体でグラフを描くことができます。 
 上のグラフは現在の交流状況について、連携先なしが緑色、プロジェクト前から交流があった

所が青色、プロジェクトにより交流開始が茶色ですが、この調査においては「上市、製品化の段

階にある所は連携先がないパーセンテージが高い。単独で実施しているほうが上市、製品化に

行きやすい」という傾向が出ています。 
 一方 NEDO では、特にナノテクチャレンジ等の事業を通じて、産学官連携等異業種の垂直連

携を推進されています。そこでは材料・部材メーカーやシーズ技術を持つ大学等が連携すること

で実用化を目指すとのコンセプトがあるので、それと若干食い違う結果のようにも見えます。 
 垂直連携の有効性については、今日はご説明できないのですが、テーマ公募型簡易について

もアンケートを集計しているので、そちらの解析結果から出したく思いましたが、テーマ公募型で

はこの設問は有りませんでした。申し訳ありません。10 ページは続きなので割愛します。 
 11 ページの 2－4 は「企業における公益的な活動の有無」です。いわゆる類型 2 と呼んでいる

概念ですが、ビジネス的なものだけでなく公益的な活動の実施についての設問を複数回答で示

しました。「有り」が 34％、「無し」が 66％で、概ね 3 分の 1 は「有り」ですが、中身はここに示した

ものがあります。 
 一番多い 65％が「外部講演／学会設立／寄付講座の創設など」ですが、ここはミスをして複数

の選択肢が交ざってしまいました。中身を精査しますと、ほとんどが外部講演で、要するに学会

発表です。学会発表という行動を一つの公益的な活動ととらえることは十分可能で、当然成果を

オープンにしているので、その意味では間違ってはいませんが、この中では寄付講座が 1 件で、

学会設立は 0 で、残りは学会発表でした。 
 あとは標準化、データベースの構築等が並んでいます。「その他」が 23 件で、その中で共同研

究講座を開いたのが 2 件、書籍の出版が 1 件あり、ここが目立った類型 2 の公益的な活動の実

績でした。 
 次は 12 ページで「技術的な波及効果と適用先」です。具体的な設問は「社内において、当該研

究開発における技術的な波及効果はありますか。ある場合は具体的な波及効果についてご記

入ください」というものです。 
 波及効果という聞き方をしたので「有り」が 68％と 3 分の 2、「無し」が 32％です。波及効果の内

訳は複数回答になりますが、開発・製造技術、科学的知見・データ、評価・試験技術とあります。
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適用先は新製品への組み込み、既存製品への展開、既存の生産プロセスにおける高効率化や

低コスト化等、中間成果物を製品化となっています。 
 昨年までとの連続性で言うと、実は昨年までは「派生技術の有無」という聞き方をしていました。

派生技術、波及効果、技術転用の言葉づかいは難しいのですが、昨年度は派生技術の有無と

いう聞き方で、逆に「有り」が 33％と 3 分の 1 で、今回は波及効果という聞き方で、3 分の 2 が「有

り」という答えです。 
 「その他」の中では、社会的な必要性、市民権を確立する活動ができる、安全に対する取り組

みの意識が高まった、教育育成という回答がありました。 
 13ページは「世界、日本における技術力ポジション」で、事前でも聞いたものです。「世界で1位」

は全体平均で 20％でした。先ほど説明したように事前調査では、継続実施者の中では 19％だっ

たので、概ね「世界で 1 位」は 20％という傾向です。「日本で 1 位」は全体平均で 44％、事前調

査の結果でも 47％という数字です。「世界で 1 位」「日本で 1 位」のパーセンテージはこの辺に落

ち着く傾向が、両方の調査結果から見られています。 
 14 ページは「社内での組織戦略上の位置付け」です。重要度の高い順に聞いていますが、現

状段階が上市に近いほど社内での組織戦略上の位置付けが高いという結論が出ました。ただ

中止においても、社内的には不可欠と判断された研究開発という回答が 2 件、4％ありました。こ

こは将来材料に関係する中身でした。 
 下の図は現状段階に対して、現在社内で関与している部署について複数回答で設問したもの

です。当然技術開発や研究では、研究部門の回答割合が 9 割近いのですが、製品化や上市の

段階になると事業部門、経営部門の回答割合が相対的に高くなってきます。 
 ただ事業部門、経営部門の回答割合は、製品化において も高く、上市の段階になると若干

減る傾向が見られます。これは「経営部門等は、あくまでもジャッジをする段階で一番コミットする

ので、製品化、上市を目指す所で一番コミットしてくる。上市については、上市後 3～5 年経った

回答者も含まれるので、その意味で若干事業部門、経営部門の回答が減った」という解釈をして

います。 
 後は資源配分です。資源配分状況についての昨年度からの変化を、人員配分と投資配分に

ついて聞いています。上は人員配分で、2 倍以上に増えた所が全体で 6％ぐらいありますが、中

止段階では 7 割が「半分以下に減った」と回答しています。これは当たり前だと思います。ただ中

止段階でも「人員が 2 倍以上に増えた」という回答がバイオ分野で 1 件見られました。 
 下は投資配分です。10 倍、5 倍以上に増えた所が若干見られます。当然上市に近いほど投資

が増すのに対して、中止においては 70％が減っています。これも極めてリーズナブルな結果で

す。簡易追跡調査の主だった結果でした。 
[菊池分科会長] 質問等はございますか。 
[永田委員] 以前私が関心を持った点をチェックして頂いてありがとうございました。その確認で

す。実施段階が年次ごとに、例えば研究開発段階から技術開発段階、また製品化へと単に上が

っていくだけではなくて、下がるケースがしばしば見られます。下がるのは、ある種のフィードバッ
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クループがかかっているというか、単にリニアにプロジェクトが進展するのではなくて、何らかの

問題解決のために一つ、あるいはいくつか前の段階にキックバックされている可能性がありま

す。 
 そこからもう一度市場に近い所に戻る可能性があるのかどうかが気になってお聞きしましたが、

チェックの結果では、近年はほとんど戻っていないのですか。 
[日野部長] この 5 年間はそうです。この期間に製品のレベルが上がって、もう一度基礎に立ち

返らないといけないケースは当然ありますが、調べた範囲では、残念ながらありませんでした。 
[永田委員] 分かりました。それから 14 ページの 2－7 です。当該研究開発の現在の社内の位

置付けと現状段階だと思いますが、「現段階において中止と判断されたものであるにもかかわら

ず、不可欠と判断された研究開発にカテゴライズされるものが数パーセントある」というのは、ど

う理解したらいいのですか。 
[日野部長] 回答が2件ありました。先ほどご説明したように、どちらかというと将来材料ですが、

難しいですね。 
[永田委員] 当該研究開発と書かれていますが、回答者の意識の中では、もはや同一の研究開

発のフェーズは考えていないと理解したほうがいいですか。中止に至って、そこから新しく見えて

きた別のフェーズの研究開発を不可欠と判断していると理解していい回答傾向なのかどうかで

す。 
[日野部長] 今のご指摘のような解釈はあり得ると思いますが、回答を読んだ限りでは、そこま

では判断し切れませんでした。 
[永田委員] 分かりました。 
[藤野委員] アンケートの項目については第 2 回で時間を取るので、13 ページの技術力ポジショ

ンの所です。世界一、日本一、あるいは 2～5 位というランク付けですが、例えば研究、技術開発、

製品化、上市のフェーズで日本一、世界一と回答するのは何を基準にしているのですか。 
[日野部長] この技術力ポジションについての設問は、特許数や研究開発ステージ、ユーザー評

価等を総合的に判断した上で回答してくださいという聞き方をしています。 
[藤野委員] 基本的には回答者の判断に委ねているのですね。 
[日野部長] はい。 
[菊池分科会長] ほかにありますか。簡易追跡はこういう形で進めて、一つの指標としてずっと

やっていますが、これをどう見ていくかという簡易調査の使い方は、もう少し議論する必要がある

と思います。 
 プレゼンテーションとしては、「こういう動きをしている」と実態を把握する上ではいいのですが、

藤野先生からあったように極めて主観的な所があります。例えば技術力ポジションについて、聞

き方をどうするかもあるかも知れません。 
 ちょうど 10 分前になりました。各先生から全体的に質問又はコメント等があればお願いします。 
[渡邊委員] 12 ページで今回技術的な波及効果を聞いた所、「有り」と答えた中で、新製品への

組み込みに回答者の半分ぐらいが丸をつけたのは、基本的には上市という意味ではなくて、そこ
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まで積極的ではないけれども、その技術が新製品ないしは自社の製品に生きているという趣旨

でしょうか。 
[日野部長] そうだと思います。 
[渡邊委員] その意味では、実施段階における製品のイメージが終了して何年か経って変わっ

たと考えるのであれば、積極的ではないけれども、それを上市と見なすのかという取り込み方を

少し検討するといいと思います。 
 あとは既存製品への展開で、こういう回答があること自体、自社の事業ではなくても「自分の所

は大きいものしか造っていないが、小さなものを量産する会社で使ってもらえれば」という技術が

ある時に、それをどう橋渡しするかという流れにもつながる気がします。その辺も次のステップの

課題かも知れません。 
[菊池分科会長] 渡邊先生のご指摘の、新製品への組み込みは非常に大きな課題の一つです。

ここは次年度に向けて、もう少し突っ込んだ議論が想定されている所です。それから波及効果、

波及技術と、いろいろな側面があるので、用途展開なのか、新しい知見なのかも含めて、ここは

予定としては 3 回目の委員会で議論したいと思います。 
［竹下部長］ 関連して、前回「派生技術」という形で「有り」が 30％程度だったのが、今回「波及」

に変えて増えたという説明がありました。これが言葉の問題なのか、本当に波及効果が増えてい

るのかは、中身を見ると分かると思いますが、どちらでしょうか。 
[菊池分科会長] これと整合性が取れるかどうか分かりませんが、普段、我々の周りで聞いてい

る感覚からは、用途開発も含めて増えているのではないかと思います。 
[日野部長] ご指摘ありがとうございます。そこは即答できませんが、間違えていたら申し訳ない

ので、きっちり調べます。 
[永田委員] 前に論点が戻りますが、資料 5 に関して、クロス集計をする時に分析結果の解釈の

所で思わぬミスリードが発生する場合があるので、気をつけたほうがいいと思います。 
 一例を挙げると 10 ページで、NEDO 担当者のマネジメントに対する満足度という形でクロス集

計をしていますが、これは変数の性格からすると、縦軸の中間事業計画に係る対応等で、日頃

NEDO 担当者とどういうやり取りをしていたかについてです。こういうことが日頃行われているグ

ループだけを取り出して、そのグループに関して NEDO プロジェクト全体についての満足度を集

計していて、中間・事後評価に係る対応が満足だったかどうかという集計結果ではないですね。 
[日野部長] はい。 
[永田委員] しかしこの結果が出ると、あたかも中間・事後評価に関する対応についての評価、

あるいはその下の各種提出書類に対する対応についての評価を行ったかのように解釈されてし

まう可能性があります。こういう集計をやること自体は間違っていないと思いますが、ステートメン

トを書く時に、そういうミスリードが発生しないように留意したほうがいいと思います。 
 先ほど渡邊先生から「こういう項目で NEDO 担当者の対応が評価されているのか」というご質

問がありましたが、そうではないので、分析結果自体が独り歩きして誤解を生まないように注意さ

れたほうがいいと思います。 
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[菊池分科会長] 今の点はそのとおりだと思うので、Q50 に関わる所の扱い方に注意しましょう。

ほかにございますか。次回はここも含めて、少し深掘りすることを考えていますが、今後の予定を

お願いします。 
[山下主研] 本日の分科会の議論を踏まえて、11 月に開催される本分科会の親委員会である

研究評価委員会に報告させて頂く予定です。次回の日程は12月を予定しています。具体的な日

程については、後日皆様方に伺いますので、よろしくお願いします。 
[菊池分科会長] 次回については、日時の調整をいたします。先ほどのアクションプランにもあっ

たように、次回はアンケートの深掘り、上市・アウトカムを明確にすること、集中研関係のケース

スタディー、項目との関係でどう分析したらいいかについてです。 
 また 後に永田先生からあったように、ミスリードしない形でのプレゼンテーション、そしてプロ

ジェクトマネジメントにつなげることから、インプットデータ、アウトプットデータがあるはずなので、

それとの連携を図ってほしいという点です。 
 後に部長から一言よろしくお願いします。 
［竹下部長］ 今日はどうもありがとうございました。ご指摘の点を踏まえて次回以降検討してい

きたいと思います。今回の追跡調査はマネジメントの改善を中心に行いましたので、まだすっきり

しない所がたくさんあり、もう少し分析して分かりやすくしないと意味がないので、できるだけ分か

りやすい形で外に出していきたいと考えています。 
 それから私の感想になりますが、NEDO 自体で実用化できる訳ではなく、企業にやってもらわ

ないと全く意味がないので、我々は継続、非継続を非常に重視しています。そういう意味で非継

続を少なくする工夫は、事前の段階から持ち込むべきものを含めて、じっくり提言を出さなければ

いけないと思います。 
 また非継続のものは「中間評価に何の意味があったのか。中間評価での選択と集中が十分で

なかったのではないか」という話もあるので、そこはしっかり分析しなければいけないと思います。

どうもありがとうございました。 
[菊池分科会長] それでは終わりたいと思います。次回もよろしくお願いいたします。 
 


