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 研究評価委員会 

第 28回「追跡調査・評価」分科会議事録 

 

日 時：平成 25年 9月 2日（月） 14：30～17：30 

場 所：NEDO川崎本部 2303会議室 

 

分科会出席者（敬称略、順不同） 

追跡調査・評価分科会委員   

分科会長 菊池 純一  青山学院大学 法学部長･大学院法学研究科長 教授 

委員   大津山 秀樹 青山学院大学 法学部 客員教授 

委員   小林 直人  早稲田大学 研究戦略センター副所長・教授 

委員   鈴木 潤   政策大学院大学 教授 

委員   藤野 仁三  東京理科大学専門職大学院 知的財産戦略専攻 教授 

委員   渡邊 裕   岡山大学 研究推進産学官連携機構 教授（副機構長） 

【ご欠席】 

委員   永田 晃也  九州大学 大学院経済学研究院 教授 

委員   渡部 俊也  東京大学 政策ビジョン研究センター 教授 

 

事務局  竹下 満    NEDO評価部 部長（ご欠席） 

山下 勝    NEDO評価部 主任研究員 

木村 紀子   NEDO評価部 主査 

吉田 朋央   NEDO評価部 主任 

一色 俊之   NEDO評価部 主任 

 

オブザーバー 

     小川 ゆめ子  METI 産業技術環境局 技術振興課 企画二係長 

 

事務局支援（シンクタンク） 

大西 隆  神鋼リサーチ(株) 調査四部 部長 

染宮 昭義  神鋼リサーチ(株) 調査四部 主席研究員 

松本 英之  神鋼リサーチ(株) 調査一部 主席研究員 

日野 俊喜 （株）日鉄技術情報センター  部長 

田村 信一 （株）日鉄技術情報センター  主席研究員 

 

     他 事務局 2名、同支援 3名、速記者 1名 

 

傍聴者  一般傍聴 無し 
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議事要旨 

 

１．開会、配布資料の確認（議事次第、資料 1） 

事務局から開会挨拶の後、配布資料の確認を行った。 

 

２．分科会の公開について＜審議＞（資料 2、参考資料 1） 

事務局から、研究評価委員会の扱いに準じた分科会の公開･非公開に係る説明が

あり、分科会長より、本日の分科会は、公開としたい旨説明が行われ、出席者の

了承が得られた。 

 

３．平成 24年度追跡調査・評価報告書について＜報告＞ 

事務局から、平成 24年度追跡調査・評価報告書（資料 3）について、最終的に

この様な形でホームページ上にアップロードされる旨、説明がなされた。 

 

４．平成 25年度追跡調査の実施状況＜報告＞ 

 

（１）平成 25年度の追跡調査（方針）について 

  事務局から、-確認事項－（資料 4）に基づき、追跡調査の概要、本年度のスケ

ジュール（案）、追跡調査に関する論点整理、本年度の狙い・視点（案）、アンケ

ート分析の重点事項説明がなされた。特段の質問は無く、分科会長から補足説明

がなされた。 

 

 

（２）平成 25年度終了直後調査の状況 

①～全体傾向分析と設問毎集計～ 
  事務局から、平成 25年度終了直後調査の状況～全体傾向分析と設問毎集計～（資料

5）､について説明がなされた。次いで、質疑・議論がなされた。主な質疑・議論

内容は、大学を含まないＰＪの識別の必要性、「非継続」の原因・影響の分離の必

要性、新規設問（予算等）による実態把握の改善、中止・中断の提案･終了時フェ

ーズ特性、非継続の深堀の必要性、非継続の決断時機について、非継続の課題設

定能力不足、等についてであった。 

 

（３）平成 25年度追跡調査 統計解析方針 

  事務局から、平成 25年度における追跡調査 統計解析方針（資料 6）について

説明がなされた。次いで、質疑・議論がなされた。主な質疑・議論内容は、ＰＪ中

での同様調査の必要性、予見システムへの展開、等についてであった。 

                                                                                                                                

５．平成 25年度追跡ヒアリングについて 

 （１）石炭ガス化発電 
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事務局から、平成 25年度追跡ヒアリング①石炭ガス化発電（資料 7-1）につい

て説明がなされた。次いで、質疑応答がなされた。主な質疑内容は、ネガディブ

コメントの位置づけについて、長期的な石炭技術開発の妥当性の吟味の必要性、

等についてであった。 

 

（２）ロボット 

事務局から、平成 25年度追跡ヒアリング②ロボット（資料 7-2）について説明

がなされた。次いで、質疑応答がなされた。主な質疑内容は、自動走行自動車の

巨大市場について、産総研のロボットグループと実用化について、NEDO以外のヒ

アリング先行に必要性について、等についてであった。 

 

（３）水素 

事務局から、平成 25年度追跡ヒアリング③水素（資料 7-3）について説明がな

された。次いで、質疑応答がなされた。主な質疑内容は、ＷＥ－ＮＥＴから始め

る意味、NEDOでの次世代自動車エネルギー開発の必要性、中長期戦略振り返りの

必要性、等についてであった。 

 

（４）半導体材料評価 

事務局から、平成 25年度追跡ヒアリング④半導体材料評価（資料 7-4）につい

て説明がなされた。次いで、質疑応答がなされた。主な質疑内容は、研究組合の

成功例としての位置づけ、キーワードとしての「情報公開・共有化」と「標準化」、

材料の実力評価機関の位置づけ整理、バッキクエンド材料の強み、等についてで

あった。 

 

６．今後の予定 

事務局から、次回は 11月下旬から 12月上旬を予定、との説明が合った。 

 

７．閉会 

分科会長より、閉会とすることが示された。 
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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 24 年度追跡調査・評価報告書（平成 18,20,22,23 年度終了プロジェクト） 

資料 4 平成 25 年度の追跡調査について 

資料 5 平成 25 年度終了直後調査の状況～全体傾向分析と設問毎集計～ 

資料 6 平成 25 年度追跡調査 統計解析方針 

資料 7 
平成 25 年度追跡ヒアリング 

①石炭ガス化発電 ②ロボット ③水素 ④半導体材料評価 

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 25 年度追跡調査票 
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［山下主研］ それでは只今より、第 28 回追跡調査・評価分科会を始めさせていただきます。最初

に配布資料の確認です。資料 1～7 と参考資料 1～2 が過不足なくあることを、ご確認いただきたい

と思います。大丈夫でしょうか。それでは分科会長の菊池先生からご挨拶をお願いします。 

［菊池分科会長］ 28 回目となりました。暑い中、出席いただきましてありがとうございます。今回

は盛りだくさんですが、マネジメントの実質的な話をディスカッションできればと思います。よろしくお

願いします。 

 17 時 30 分までですが、議事次第の 1～6 までの流れで、少しスピードを上げて審議を進めたいと

思います。2 の「分科会の公開について」の説明をよろしくお願いします。 

［山下主研］ 資料 2 です。追跡調査・評価分科会に関しては、第 1 回目は公開となっています。 

［菊池分科会長］ さっそく 3 の「平成 24 年度追跡調査・評価報告書について」に移ります。説明

をお願いします。 

［吉田主任］ お手元に配布した平成 24 年度の報告書と同じ内容が CD-R にも入っているので、

重ければ冊子は置いていかれても、両方お持ちいただいても結構です。最終的にはこういう形でホ

ームページ上にアップロードされるという報告です。 

［菊池分科会長］ 昨年度の報告書がこのような形でまとまりました。CD も見て参考にしていただ

ければと思います。それでは今日の本題です。4の「平成25年度追跡調査実施状況」について、（1）

～（3）まで順次説明していただきながらディスカッションしたいと思います。まず（1）の「平成 25 年度

の追跡調査の概要について」です。説明をよろしくお願いします。 

［木村主査］ 資料 4 に沿ってご説明します。1 ページ目は本日の確認事項です。追跡調査の概

要、本年度のスケジュール（案）、追跡調査に関する論点整理、本年度の狙い・視点（案）、アンケー

ト分析の重点事項の 5 つについて説明いたします。 

 2 ページです。「追跡調査とは？」とありますが、赤字で記載した①マネジメントの改善、②開発戦

略への反映、③国民に対する説明責任という目的の下、NEDO のプロジェクト終了後 6 年間の成

果の広がりを把握するために、各参加企業を中心にアンケート調査やヒアリングを実施していま

す。 

 調査は終了直後調査、簡易追跡調査、詳細追跡調査、追跡評価という流れで行われて、終了直

後では今後の研究計画の状況把握、簡易追跡調査ではプロジェクト終了後 2 年目、4 年目、6年目

の状況調査をアンケートで行います。詳細追跡調査は「上市・製品化した」「研究を中断した」等、大

きな変化があった企業に対して、原因の把握を目的としてアンケートと必要に応じてヒアリングを行

います。 
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 これらの調査結果から、成功、失敗要因等の多角的な分析を行い、追跡評価としてマネジメント

の効果や改善の把握を行っています。追跡評価ではアンケートの定性・定量分析、ヒアリング結果

の教訓整理、上市・製品化、中止・中断のケーススタディの実施を行い、最終的にはマネジメント改

善、開発戦略への反映、NEDO 成果の PR に活用されています。 

 3 ページは追跡調査と情報発信の関係です。プロジェクト終了段階から 6 年間追跡調査を行いま

す。プロジェクト終了直後の年に、すべての方を対象に事前調査を行い、その後隔年で簡易調査を

5年間行います。その間に中止、上市等の状況変化があった時点で、ヒアリングや詳しいアンケート

をして分析を行い、「短期的アウトカム」としてプロジェクト 5 年間のまとめを作ります。成功した事業

については成果の整理を行い、実用化ドキュメントや NEDO インサイド製品という形で情報発信を

していきます。 

 4ページは追跡分科会スケジュール（案）で、今年度のスケジュールを示しています。4月から8月

上旬にかけて事前準備段階としてアンケートを配布して、一部を残して、ほぼ回収しています。この

回答結果を見て、あらためてヒアリング等の相手先を検討したいと考えています。 

 本日が第 1 回委員会ですが、ここでは今年度方針、アンケート、ヒアリング方法に関してご審議い

ただきたいと考えています。昨年度の同時期には実施していない、ヒアリングの方向性についても

早めに審議して、ある程度の方向性をもってヒアリングに臨みたいと考えています。第 2 回が 11 月

下旬、最後の委員会が 3 月上旬の予定です。それぞれの内容は四角で囲っているものを審議して

いただきたいと考えています。 

 5ページは追跡調査に関する論点整理です。アンケート分析方法については、見せ方に工夫が必

要ではないかと考えています。具体的には、統計分析等から得られた結果のアクションチェックリス

トへのフィードバック、NEDO のマネジメント改善につなげるために主査あるいは PL の行動把握に

関する分析を行うことを考えています。 

 またヒアリングでは事業者コメントや波及効果に関する情報が出てくるので、これについて新しい

視点でまとめる必要があるかどうかです。アンケートの集計結果のまとめ方については、過去デー

タの統合、分野別、アウトプット別、相関分析等、多角的な切り口でご意見をいただければと考えて

います。集計結果のまとめ方については、後ほど神鋼リサーチから詳細な説明があります。 

 2 番目の詳細アンケートは、上市・製品化事例は必ず失敗の克服があって成功したと考えられる

ので、失敗克服や事業化要因の分析に主眼を置きたいと考えています。中止・非実施は、要因はも

ちろんですが、単に失敗と片づけるのではなく、良かった点、中止と非実施の違い等を分析できる

ようにアンケートに反映できればと考えています。 
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 3 番目はヒアリングの方法です。詳細アンケートの実施結果からヒアリング先を決めますが、現在

ヒアリング対象者としては事業者、PL、評価委員、採択委員、部外者等を想定しています。プロジェ

クト単位のヒアリング・調査については、特に調査内容の多い水素、石炭ガス化、ロボット、半導体

材料評価のプロジェクトをケーススタディとして取り上げたいと考えています。それ以外に EUV、炭

素繊維、DDS、バイオについても、アンケート調査から「さらに追跡すると何かを得られるだろう」と

思われるものがあれば、ヒアリング調査をしたいと考えています。 

 6 ページは本年度の狙い・視点（案）です。一つ目として認識ギャップが挙げられます。これは昨年

度のアンケート結果からも浮き彫りになった問題点で、特にここに記載された 4事項について、今年

度のアンケートで重点的に確認できればと考えています。 

 NEDO担当者の役割は、主査業務の高度化につなげられるよう何をやるべきかを引き出します。

参加者（NEDO プロジェクトの実施事業者）のやる気促進は、どのように引き出すかという点、ポジ

ショニングの確認は、「不明」と答える人が減ってはいるものの事前に調べていないという結果があ

るので、その原因、実用化の時期は、実施者が何を見据えているのかという点です。 

 二つ目は経営判断・意思決定についてです。プロジェクト終了時の社内での研究継続判断の条

件、またアンケートでは継続と回答しても非実施と同様の傾向を示す企業があり、隠れ非実施の疑

いもあるので、この検証を行いたいと考えています。逆に失敗、研究非継続とアンケートで答えなが

ら、NEDO プロの技術で製品化している事例もあるので、今年度はこういうものがないかどうか検

証したいと考えています。 

 三つ目は新しい知見の獲得です。過去データの統合、プロジェクトの性格別、アウトプット別という

観点で、個別のプロジェクトだけはなく横断的な分析を行い、新たな知見を得られればと考えていま

す。 

 また、現状の成功スキームに関する一般化は、統計解析等の手法により図式化したものが作成

されていますが、逆に失敗スキームに関する一般化と新たな探索については何も検討されていな

いので、こちらも検討したいと考えています。あとはアンケート結果から、NEDO に求める役割の一

つとして「マーケット情報」が散見されたので、この情報をどのように得るのかを検討したいと考えて

います。 

 最後に 7 ページです。ここに記載の事項を、本年度のアンケート分析の重点事項として取り上げ

ています。特に◎、○は重点的に行いたいと考えています。以上です。 

［菊池分科会長］ ありがとうございます。流れと概要で、これに基づいて日鉄住金総研さん、神鋼

リサーチさんに分析をお願いして先生方の議論を深めようということですが、何か質問はありますか。
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2 回目は 11 月下旬ですが、それまでにヒアリングはある程度できるのでしょうか。 

［吉田主任］ 中間報告は大丈夫です。 

［菊池分科会長］ ヒアリングも積極的に展開しているそうなので期待したいと思います。特になけ

れば具体的な中身に入りますが、よろしいでしょうか。では事前準備調査の状況です。①の「設問

毎の集計とクロス分析」について日鉄住金総研の日野さんからお願いします。 

［日野部長］ お手元の資料 5「平成 25 年度終了直後調査結果（企業）」についてご説明します。 

 2 ページは今年度の終了直後調査の概要です。左上のボックスの中に要点をまとめています。過

去と比較するために例年同様、継続実施と非継続を分析した集計を行うと共に、今年度は予算別

の集計、競争力ポジションの把握と認識という二つの観点を加えました。競争力ポジションの把握と

認識は「平成 23・24 調査結果の纏め」にあるように、昨年焦点となった技術力ポジションの深掘り

の設問です。あとは「H25 調査概要」に赤字で示しているように、今年は研究開発のフェーズ別の

ような、諸々の深掘りの設問類を加えて分析を行っています。以降、結果について説明していきた

いと思います。 

 3 ページです。まず「プロジェクト終了後、社内で継続的な研究開発・実用化活動等を実施してい

ますか」という継続実施率の設問です。中央の円グラフにあるように、今年度の継続実施率は 83％、

非継続が 17％で、平成 23・24 調査よりも継続率が 1～2％アップしています。 

 分野別では全体平均 83％に対して新エネが 95％、機械関係の技術開発推進が 89％と継続率

がやや高くなっています。資料 28 ページ「プロジェクト一覧」のプロジェクトごとの継続率の中には、

継続率の低いプロジェクトが 2～3 散見されますが、ここでの説明は割愛します。 

 4 ページです。ここは継続実施率を、今年度新設した NEDO 予算の回答とクロスさせた結果です。

左側は総予算、右側は年平均予算とのクロスですが、概ね予算額が少ないほど非継続率が増加

するということが読み取れます。総額で言えば予算 2 億円以上は一部例外を除いて概ね継続して

いるのに対して、総予算 3000 万円未満の企業は非継続率が 33％と非常に高くなっています。 

 右側の年平均予算も同様で、2 億円以上はほぼ継続ですが、1000 万未満の企業は非継続率が

27％になっています。総予算と年平均予算は概ね同傾向ですが、非継続の割合は年平均予算で

集計したほうがきれいに乗る傾向が見られました。いずれにしても予算の少ない企業の継続率は

低めであることを念頭に、プロジェクトマネジメントを進める必要があると言えると思います。 

 5 ページは研究開発フェーズです。左側はプロジェクト提案時点と終了時点について、右側は現

時点について問うた結果です。提案時点と終了時点の研究開発フェーズは、全体で終了時は実用

化開発 50％、実証 16％で、共に開始時点と比べて 10％増えています。現時点でのフェーズごとに



 

 5 

見ると、終了直後に上市段階にあるものは、開始時点から純粋科学研究、目的基礎研究段階の企

業はなく、最低限実用化開発フェーズからスタートしていたことがわかります。 

 左図の「中止・中断」「開発」を赤と青の点線で囲っています。開始時点のフェーズ比率はほぼ同

様でしたが、終了時点では中止・中断で実用化の割合が 40%から 33％と減り、目的基礎研究が

46％から 60％に増えています。これは「出だしは開発段階と同じでも、目的基礎研究の段階を超え

られなかった故の中止・中断」と理解できると思います。 

 右側は現時点の研究開発フェーズです。全体平均で上市・製品化が約 20％、開発・研究が約

70％、中止・中断が約 10％です。上市・製品化が多かったのは新エネルギー分野で 54％ですが、

これは特定プロジェクトに偏っていた面があります。 

 6 ページも研究開発フェーズです。説明し損ねていましたが、これは平成 24 年度終了プロジェクト

の現時点（終了直後）の到達段階と NEDO 予算を集計したものです。上が対総予算、下が対年平

均予算です。上図の「全体」にあるように、終了直後での上市・製品化が 23％、開発・研究が 66％

ですが、総予算 2 億円から 10 億円のゾーンでの上市・製品化率は 45％と高く、左右対象ではない

ものの、このゾーンを頂点にピラミッドを描くように推移しています。 

 下の年平均予算でも、5000 万円から 1 億円をピークに同様の山を描いています。活動が反映し

やすく、終了直後の成果につながりやすい、最適な予算ゾーンが存在することが示唆されると思い

ます。 

 7 ページも同様の分析で「プロジェクトにより得た成果は、貴社の資源投入にどのような影響を与

えましたか」という設問です。上市・製品化の可能性が増えたかどうかの設問で、左側がプロジェク

トで目指した分野、右側がプロジェクトで目指した分野以外への応用展開です。 

 上市・製品化の可能性が「拡大」「やや拡大」との回答は、プロジェクトで目指した技術分野が約

60％、応用展開は8％＋31％の39％で、当然プロジェクトで目指したほうが多いという結果でした。 

 またプロジェクトで目指した技術分野の「拡大」「やや拡大」の割合は、2 億円から 3 億円のゾーン

を頂点にピラミッド型を描いており、6 ページの研究開発フェーズと同様、予算帯にピークが存在す

ることがわかります。これは設問の内容から、同じ事象の表裏を表現していると言えるかもしれませ

ん。 

 左側のグラフの総予算 5000 万円から 1 億円の企業では、プロジェクトで目指した分野での上市・

製品化の可能性が「拡大」「やや拡大」は 74％で山型からややはみ出ています。6 ページの同じ予

算帯での上市・製品化段階の企業は 21％で、両者に差があり、「この予算帯では 74％の可能性を

早期実現化につなげにくかった」という状況が見て取れます。 
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 総予算 10 億円以上のゾーンのみ、応用展開での拡大の割合が 79％で、プロジェクトで目指した

技術分野での「拡大」の 72％より高いという結果が出ています。他のゾーンはどれもプロジェクトで

目指した技術分野のほうが高いので、10億円以上のゾーンは、開発技術の横展開が活性で望まし

いと判断するのか、予算の与え過ぎと判断するのか、議論のあるところだと思います。 

 8 ページは競争力ポジションの変化の設問です。昨年度は「技術力ポジション」という名前で質問

して「不明」という答えが多かったのですが、これの深掘りに相当します。今年度は競争力ポジショ

ンの判断材料として、左側の表の縦軸「技術競争力・品質」から「特許競争力」までの 5 項目と一番

下の「総合的判断」で説明しました。 

 総合的判断は、継続実施は「上がった」が 70％と多く、非継続では「変わらない」の 52％が最多で

した。これは昨年度の技術力ポジションとほぼ同様の結果です。非継続は市場に関連する項目で

「上がった」が 3～14％と非常に少なくなっています。 

 競争力ポジションの総合的判断について、継続実施と非継続のパターン（左図）、それを指数化し

た表（右中段）の平均値を見ると、5 項目の中では技術開発の進展段階にほぼ準じた結果が出て

います。 

 右下には競争力ポジショニング調査の実施時期をまとめています。これは複数回答での結果です

が、「実施なし」が非継続で 68％と高く、継続実施でも 55％で半数以上実施していないという結果

でした。 

 9 ページは世界と日本での競争力ポジションについての設問です。上のコメントボックスの（1）～

（3）にいろいろ書いてありますが、昨年とほぼ同じ傾向です。8 ページで説明したように、そもそも調

査を実施していないところが半数を超えています。一方、全体で「不明」が三十数パーセント、「4 位

以下」が二十数パーセントですが、これを併せるとほぼ半数で、4 位以下も「わからない」に等しいと

推測されます。 

 （4）に、「不明」という回答の理由として代表例を三つ挙げています。①として将来ニーズを想定す

る開発で当該領域の競争が潜在的なので比較が困難、②として新規材料であり、競争他社情報が

皆無でポジショニングができない、③として現状技術はトップでも競争力ポジショニングという問わ

れ方をすると、コスト競争力等を含めたポジション判断は難しいということで、「そもそも論的に不明」

という理由が少なくありません。この辺も議論が必要だと思います。競争力ポジショニング関係の説

明は以上です。 

 10 ページは「大学や企業との連携は役立ちましたか」という設問です。左側が対大学、右側が対

企業です。今回の集計結果はすべて企業に聞いたものですが、全体に企業同士の連携よりも大学
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との連携のほうが、「役立った」という回答がやや多い感じです。 

 内容については左下にあるように、大学との連携ではメカニズム解明・分析が最も多く、企業との

連携では生産プロセス、コスト課題の解決、顧客への説明・説得が大学に比べて多くなっています。

このページは、あとは明確な傾向が見出せていないように思うので省略します。 

 11 ページは連携先の大学や企業等、プロジェクト全体としての士気、情熱、熱意、意欲の高さに

ついての設問です。左側が継続・非継続別、右側がフェーズ別です。士気の高さは、継続・非継続

別では、全体の 90％以上が「やや高い」以上の回答ですが、「やや低い」「低い」も数パーセント見

られます。右側のフェーズ別では中止・中断でも士気が高いと感じていた企業が 93％あり、総じて

熱意を持ってプロジェクトに取り組んでいたと推測されます。 

 「低い」「やや低い」は特定プロジェクトの複数企業から同じ趣旨の回答が上がっています。具体

的には言いませんが、個別にフォローアップが必要だと考えます。 

 12 ページはプロジェクトへの参加目的についての設問です。非継続では情報収集という回答が

17％です。正しくは「技術の可能性確認も含む」という聞き方をしていますが、継続実施の5％よりも

高く、プロジェクト参画への動機の弱さ、本気度の低さが窺えました。右側は開発フェーズごとです。

例外的な回答が数件見られますが、説明は省略します。 

 13 ページはプロジェクト中に取得できた実験データの量についての設問です。左側の継続実施と

非継続は、全体では 82％が多くのデータを取得できたと回答しています。右側のフェーズ別では、

中止から製品化に向かってデータ量が増大する方向にあります。 

 14 ページもデータ量で、NEDO 総予算とクロス集計した結果です。80％以上が「多くのデータを

取得できた」と言っています。「通常の企業活動と同程度」以下の割合は、3000 万円から 5000 万

円の予算帯を除けば、概ね予算額が小さくなるとデータ取得量も少なくなるという結果です。 

 右側のグラフはデータ取得の目的です。実用化に関連する項目を緑色の点線で囲っていますが、

それは比較的少なく、当然ながら技術力に関する項目が高くなっています。トップの「技術の可能性

を探る」は、非継続は 87％と継続の 72％より高い一方で、実用化関連項目は継続の半分以下とな

っています。結果的に非継続となったところの、プロジェクト態様の一端が窺えるのではないかと考

えます。 

 15 ページは「先導研究は必要だと思いますか」という設問です。先導研究は、実際のプロジェクト

での研究開発活動を本格開始する前に、予備的ないしは基礎的な内容の精査、具体的には調査、

研究等を行うものです。 

 左側は「必要」が継続実施で 73％、非継続で 87％と、非継続がやや高く、その内容は右側にある
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ように、非継続で「開発戦略の策定」が 15％と継続実施の 8％より高くなっています。 

 フェーズごとでは中止・中断は 93％が「必要」と回答しています。内容は、もちろん予備調査が一

番多いのですが、他のフェーズより開発戦略、プロジェクトメンバーの検討が若干高くなっています。

この辺は「先導研究をやっておいたら」という自責の念が窺えると思います。 

 16～17 ページはプロジェクト終了時点までにほぼ完成している項目と、今後明らかにすべき項目

についての設問です。時間の都合上、継続と非継続を対比させた 17 ページで説明します。 

 ほぼ完成している項目が青色ですが、要素技術の進行が非継続で89％と、継続実施の76％より

高くなっています。要素技術は完成していた非継続ですが、赤字で書いたように、工業化開発、製

品化開発段階での検討も含めて、その他の項目は軒並み 0％でした。 

 今後明らかにすべき項目は、継続実施ではコスト競争力 55％、市場の見極め 46％、長期信頼性

41％と実用化関連項目が高いのですが、非継続では応用開発段階での検討が 52％で最も高くな

っています。非継続は実用化に向けて、応用開発フェーズへの移行は意識しているものの、実際に

は要素技術から先に進み切れず、実践的な行動に結びつかない様子が窺えます。 

 18ページは「NEDOプロジェクトへの参加を、同僚や知人等に勧めたいと思いますか」という設問

です。全体として「大変勧めたい」「やや勧めたい」という回答は 75％でした。理由の代表例は研究

に必要な資金が受けられる、リスク分散できる、先端技術を有する先生方との共同研究ができると

いうことです。 

 非継続でも「勧めたい」という回答が 50％以上です。理由として、一企業では完遂し得ない高度な

技術開発の質、量、速度を産官学の連携により達成できるためという意見も挙げられています。結

果的には残念ながら非継続でしたが、参画したこと自体は概ね満足だったと理解できると思います。

一方で、「やや勧めたくない」「どちらとも言えない」という意見では、持ち出しが多い、労務単価差、

事務処理が煩雑という理由が挙げられていました。 

 19 ページは「プロジェクト成果は貴社の資源投入にどのような影響を与えましたか」という設問で

す。R&D の規模については、全体で約 45％が「拡大している」と回答しています。フェーズ別では

製品化段階で 77％が「拡大した」と述べていますが、上市段階でやや反転する傾向があります。す

でに上市を達成したことで R&D の規模自体は縮小した可能性があり、「やや縮小」という回答が

7％、1 件あります。 

 拡大した要因は技術開発目標の達成が 67％と最も多く、事業戦略の強化方針 41％、次いで新

規事業の強化方針です。「プロジェクトの成果が社内の事業戦略の強化方針につながり、その結果、

R&D 規模につながった」という当たり前のシナリオですが、そういうことがわかると思います。 
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 20 ページに移ります。表題に誤植がありますが、想定される上市・製品化の時期と、上市・製品

化の可能性を判断する要素は何かという設問です。上市・製品化の時期は非継続で「予定なし」が

38％、「10年以上」が23％で、合わせて61％でした。非継続なので当然ですが、継続の中での「10

年以上」も、すべてではないものの隠れ非実施的な側面があると思います。 

 右側の「上市・製品化の可能性について拡大を判断する要素」は「品質競争力、コスト競争力、技

術競争力、知財競争力、市場が確実に存在し且つ成長が見込める、その他」の 6 種類の選択肢で

問いました。全体では「市場が確実に存在し且つ成長が見込める」が 35％で最多ですが、研究段

階では品質競争力が32％、技術競争力が43％です。どちらも最多で、まだここが主眼となっていま

す。市場云々は 11％でしたが、この割合は現状段階が増すにつれパーセンテージが激増する傾向

が見られます。 

 知財競争力は開発段階の 4％だけでした。ここから実用化手前での特許出願等知財戦略を重要

視していることが窺えます。 

 21 ページの上半分は経営層、事業部門が関与したタイミングについての設問です。継続実施で

は、経営層が提案時から密接に対応している割合が 53％と高く、事業部門の関与は経営層と比較

して、「開発成果が見えてから」が 17％、「実用化可能性が見えてから」が 15%とやや高くなってい

ます。 

 逆に非継続では、「ほとんど関与していない」の割合が経営層で 45％、事業部門で 48％と、共に

高くなっています。下の表は明確なメッセージがないので割愛します。 

 22 ページは「プロジェクトへの期待度に対して実際に得られたメリットは何点になりますか」という

実現メリットに関する設問で、回答を評点化して比較しました。左側のグラフを見ると、継続実施、非

継続共に「他機関との人的・組織的ネットワークの形成」で期待以上のメリットが得られたと最も多く

回答しているのに対して、「コスト課題の克服」は期待ほどのメリットが得られないという回答が最も

多くなっています。 

 継続実施と非継続の実現度の指標の点差が最も大きいのは、社内外でのプレゼンス向上で 0.45

です。次に技術課題の克服で 0.43、技術開発・製品開発のスピードアップで 0.42 です。プレゼンス

を除くと、継続に比べて非継続は技術に関連するメリットで実現度差が大きいという結果でした。 

 23～25 ページは実際に得られたメリットの要因や内容に関する設問です。いろいろな結果が出て

いますが、時間の都合で説明は省略します。例年同様、非継続からの回答は継続と比較して他律

的、依存的で主体性に欠ける傾向が表れています。 

 26 ページは事業化シナリオに関する質問です。左側の事業化シナリオ検討主体は、継続実施も
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非継続も研究開発部門が事業部門より多く、その割合は継続実施が 72％、非継続が 48％です。

事業部主体が非継続 26％と、継続の 20％よりも多いのは、「事業部を含めて真剣に検討した結果

の非継続」を表しているのかもしれません。 

 右側は事業化シナリオの検討内容です。非継続では「技術の発展性」が 78％で継続実施の 60％

より高いのに対して、「市場の魅力度チェック」「目標仕様の確定」「採算性評価」等市場に関する項

目の検討割合は継続実施に比べて低く、その差が目立っています。 

 27 ページは「リスク検討を行いましたか」という設問です。リスク検討の内容は、研究開発リスクが

継続実施 80％、非継続 69％で最多でした。その他のリスクは、ここにあるような結果です。 

 実際に発生したリスクは、非継続で「予定していた技術課題の解決が未達成」という回答が 33％

で最も高くなっています。これはリスクなのか、判断しかねる回答という気もします。次いで「経営方

針の転換」「景気変動」も継続実施より高く、その差も大きくなっています。大変駆け足になりました

が、私からの説明は以上です。 

［菊池分科会長］ ありがとうございます。先生方から質問をどうぞ。 

［鈴木委員］ 10 ページの「大学や企業との連携は役立ちましたか」という質問ですが、集計の母

集団は全回答企業ですか。もともと大学が入っていないプロジェクトの企業は「役に立たなかった」

と回答して当然だと思いますが。 

［日野部長］ そのとおりだと思います。現時点では、大学を含まないプロジェクトの回答企業を除

く作業は行っておりません。 

［鈴木委員］ 除いて集計したほうがいいと思います。 

［日野部長］ 承知しました。 

［鈴木委員］ ここで言う大学は、産総研等公的研究機関も含むのですか。 

［日野部長］ はい。 

［菊池分科会長］ データから読める、我々が知見として知っておくべきことがあれば、先生方の気

づいたことをご指摘ください。 

［鈴木委員］ 並べ方ですが、「継続、非継続の原因」「継続、非継続がどういうことをもたらしたの

か」「直接の因果関係はあまりないけれども他のこと」に分けたほうが考えやすいような気がしま

す。 

［日野部長］ 並べ方が雑多で申し訳ございません。 

［鈴木委員］ 継続、非継続の原因を想定しているところも、それに加えて継続、非継続の影響を

調べているところもありますが、それはかなり性格が違うので、分けて説明したほうがいいと思いま
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す。 

［吉田主任］ 3 ページの左上の「非継続内訳」は、去年までは継続と非継続の二者択一でしたが、

今年は非継続について中止、中断で復活の可能性を聞きました。55％は中断で復活の可能性が

あるので、来年から中止・中断についても、ごく簡易的な調査をやり続けたほうがいいだろうと思い

ます。 

［菊池分科会長］ これだけのお金を使っているのだから、「終わったらやめた」というのは馬鹿げ

た話です。公開される資料に対して「やめました」と言っているのだから、戦略的に言っているのか、

本気でやめてしまったのか、言い訳がましく中断と言っているのか、NEDO は徹底的に聞くべきで

す。それを嫌がる企業があれば「追跡調査の意味をわかってもらいたい」としたほうがいいと思いま

す。 

 税金ベースで考えたら、1 億の税金をあげるためには大変な努力をしなければいけません。それ

を 1～2 年で使って「終わりました」「マネジメントができていませんでした」「要素技術さえもできませ

んでした」では話になりません。 

 「アンケートではこう答えたけれど実態は違います」と言うなら、「正直にお答えください」とやるか、

「戦略的に答えられないのなら、そういう範囲で答えてください」とするべきだと思います。追跡調査

の意味としては、中止・中断と答えた人たちには自分の中でも分析してほしいし、我々も客観的に

分析できる資料を集めるほうがいいと思います。 

 まとめ方として非継続に至った原因と、その後の処理の仕方は、やはりきちんとしておいたほうが

いいと感じます。 

［藤野委員］ 25 年度新規の質問項目で、かなり分析が精緻になってきていると思います。各項目

のデータはおそらく間違いないでしょうが、新規項目を付加した設問を用意して、それを分析して、

全体的に従来よりも実態把握や補足が改善している印象なのかどうかです。新しい項目を入れて

いるので、そういう視点の評価もできると思いますが、ざっくりとした全体的な印象で、そこはどう評

価されていますか。 

［山下主研］ ここ 3 年ぐらい、最初にドラスチックに変えて、2 年目、3 年目もかなり変えました。ヒ

アリングの時に聞いた項目も少しずつ増やしています。今年の経過を見ながら要らないものは削っ

ていきますが、必要なデータだけはどんどん増やしています。 

 その意味では、今年は新しく予算別の項目が出てきました。これはかなり新しい切り口で、マネジ

メント上は、資源配分をどうしたらいいかという一番大きなところです。ポジショニング、理由等も少

しずつ整理していますが、そろそろまとめに入ろうと思っています。後で染宮さんから全体の方針の
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話があるので、「こういう狙いです」と答えられればいいと思いますし、そこを議論していきたいと思

います。 

［吉田主任］ 追跡結果を受けてどう変わってきたのか少し補足します。ポジショニングの議論は

NEDO の役員も相当気にしていて、この 1～2 年は担当部が役員のところに入る時は常に「いまの

自分たちの位置づけを答えなさい」と聞かれます。もちろんすぐに結果は出ませんが、徐々にいい

方向に向かうように感じています。 

［山下主研］ ポジショニングについては、去年までは感覚的な質問でしたが、今年はかなり原因

が出てきたので、その意味では証拠がそろったと思っています。 

［吉田主任］ ポジショニングは 1 位、2 位、3 位とそれぞれありますが、共通しているのは調査を

していないことです。 

［山下主研］ それなのに順位がわかっているのは摩訶不思議です。 

［菊池分科会長］ 将来のポジショニングを聞いているわけではありませんが、ポジショニングとい

う言葉を知らないのか、そんなことは考えもしないのかということです。普通はこのぐらいのお金をも

らっていれば、それなりに組織体としてやっていますね。 

［山下主研］ 去年、一昨年の回答者はプロジェクトリーダーなり部長以上です。しかも最近の回答

率は九十何パーセントで 100 に近いので、嘘だとは思えません。 

［菊池分科会長］ 忙しいのでしょうか。 

［吉田主任］ もしかすると、研究者は調査をやる術を知らないか、もしくは調査する癖がついてい

ないのかもしれません。 

［山下主研］ 私たちが会っている研究員は、どの企業にも変な人はいないので、これは日本の縮

図という可能性がかなりあるような気がします。 

［菊池分科会長］ 極端に言えば、自己満足で自分がオンリーワンだと思っているのなら、何人か

に聞いた時に、自分はすごいポジショニングでオンリーワンだと思い続けている人がいてもいいと思

います。「第三者の評価を受けろ」とは言っていませんから。でも、それさえもしていないのは、よく

わかりません。 

［山下主研］ 回答者の遠慮もあって、例えば「4 位以下」は「10 番かもしれないし 100 番かもしれ

ないけど、不明とは書きにくい」という人がつけている可能性があります。「勧めたい」「やや勧めたく

ない」「どちらとも言えない」は、「勧めたくない」と答えたくないから「どちらとも言えない」と答えてい

るのかもしれません。正直に答えてくれているかどうかは、ある程度スペキュレーションでやらない

と、「まったく勧められない」という回答を NEDO に出してくるとは思えません。 
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［吉田主任］ 相当の覚悟が必要です。 

［山下主研］ だから「どちらとも言えない」にしている等、少し深読みしなければいけないところは

ありますが、そこをやらないと、なかなか正確なところが出てきません。ただ、いいことに関しては出

てくると思います。 

［小林委員］ 5 ページ左の「プロジェクト提案時点と終了時点の研究開発フェーズ」の図は、中止・

中断は開始時点も終了時点も目的基礎研究と実用化開発がほぼコンパラに近いですね。研究段

階は目的基礎研究で、開発段階は実用化です。研究段階から上はわかりますが、中止・中断は目

的基礎をやっているようでもあり、実用化のようでもあって、一番中途半端だというのが一つです。 

 もう一つは 26 ページです。左の「事業化シナリオ検討主体」の図を見ると、継続実施の場合は研

究開発部門が圧倒的に多く、非継続は比率的に研究開発部門が減って事業部門が増えてきます。

これは「研究側はとにかくやる。事業部が入ってくると、もうやめたほうがいいのではないかとなる」

ということでいいですか。 

［菊池分科会長］ そのとおりです。その時に NEDO はどう蹴飛ばしたらいいのか、予算の注射を

入れたほうがいいのかという問題です。 

［小林委員］ これは一般論としては当たり前で、マーケットにうまく引っかかるかどうかわからない

ので、国はどこまでやるべきか、イニシエーションだけやってあとは任せるのか、NEDO はどこまで

責任を持つのかを、こういうところから考える必要があると思います。 

［山下主研］ その意味では、予算配分額の小さいものは途中で切ってやめてもらうという手もある

かもしれません。 

［小林委員］ 大きすぎるものも良くないような気がします。 

［山下主研］ 適正な大きさと額もマネジメントではないかと思います。 

［鈴木委員］ あまり詳細になりすぎると集計が大変でしょうが、例えば予算が大きすぎるものと小

さすぎるもの、参加企業が非常に多いものと、極端な例では 1 社だけでやっているものもあります。

ですからプロジェクトの性格自体の条件と併せて考えるといいと思います。 

［山下主研］ 28 ページに今年のアンケートに答えてくれたプロジェクトの一覧があります。 

［渡辺委員］ 非継続の細かい分析、なぜ非継続なのかという深掘りは、まだやっていないのです

か。説明責任等で、話は大抵「なぜ非継続なのか」という方向に行くので、時代の流れで非継続の

深掘りが必要ではないでしょうか。目的技術は達成できても、会社の読みが違って、お金になりそう

もないという判断が多いのではないかと思います。 

［吉田主任］ 非継続の深掘りは、まさにいまアンケートを集めている最中です。 
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［渡辺委員］ 説明責任からは、むしろそちらのほうが大事な分析です。とりあえず、いろいろな角

度でまとめていますが、知りたいことに対して「こうだ」という説明まで行っていませんね。 

［山下主研］ 本当は「隠れ実施」を知りたいのです。 

［渡辺委員］ 経済の影響は非常に大きいので、いろいろな話がありますね。 

［菊池分科会長］ 実は追跡を始めた当初から、ほとんど「俺たちの責任じゃない。環境が変化し

た」「外圧だ」「世の中が変わってしまったから自分の研究は終わった」で終わっていて、説明要因は

すべて経済でした。 

 ところが深掘りすると、いろいろなファクターが入っています。研究者としてやるべき「べき論」もあ

るし、コストファクターのウオッチや要素技術の継続性に関する判断もかなり後手に回っていて、技

術的にある程度できあがって「コストファクターは」と言うと、「そんなものは話にならない」とか、次の

ステップとしてのコスト削減や量産体制の技術開発も何もしないで終わってしまいます。 

 少なければ問題なかったのですが、5 年、10 年経つと、かなりの数がたまっています。ですから、

外的要件だけではなくて組織内の問題もあることが見えてきた段階でしょうか。「その時に NEDO

として、どこまで参画するのか。それは企業の責任の議論だろう」という問題もあります。 

［渡辺委員］ 昔から特に大企業は研究者を抱えているので、その人たちを食べさせるために、自

分の会社の成否をかけるような仕事ではなくても、とりあえず応募して研究をやっていましたが、い

まは余裕がなくなってきてやめざるを得ません。目的は非常に不純で研究者を食わせることですが、

昔はそんなに目立たなかったと思います。 

 深掘りの段階で聞いても「そうです」とは言いませんが、NEDO がプロジェクトに乗ってきた理由を

明確に確認して、それが当初とどう変わったかということが、深掘りの時の一つのポイントになると

思います。 

［山下主研］ 額の小さいものは、いま言われたことの可能性が高いと思います。「少しでもお金を

もらえば、あとは社内で」という可能性があります。景気や社内の判断は、最初のころは非常に多く

て、リーマンショックや社内でああだこうだと、やめる時の常とう手段で言っていましたが、最近はか

なりなくなりました。 

［渡辺委員］ 例えば 5 年経ってやめるなら、なぜ途中で「やめる」と言わないのかということです。

途中でやめることも会社にとっては英断ですが、それが言えないのは、NEDO の進め方の一つの

課題ですね。 

［山下主研］ 去年も「最後までやってみないとわからない」という回答がかなり多くて、それが言い

訳になっています。 
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［渡辺委員］ それは嘘で、3 年もやったらわかりますね。 

［山下主研］ わかるはずですね。そういう状況をそろえていかないと最適化はできないと思ってい

ます。 

［菊池分科会長］ お金の問題ですが、プロジェクトの金額を決めるのは非常に難しいですね。単

にざっくり決まればいいものでも、丼でもないし、コストの積み上げというわけにもいきませんが、

NEDO としてのビジョンは何かお持ちですか。 

［山下主研］ それぞれのプロジェクトのキャラクターやテーマによって違うと思いますが、その情報

さえありません。すぐに答えは出ませんが、少なくともこういう傾向があることを見せるだけでも、各

原課も少し引き締まってくると思います。そこは質問を考えさせてください。 

［藤野委員］ 調査もリソースの制限があります。データ分析は継続性が必要なので、これはこれ

でやるとして、中止・中断に少しフォーカスを当てた視点で調べた調査報告もあると、説明責任とい

う観点から「公金を投入していて、こういう状況だ」という説明ができると思います。 

［山下主研］ ただアンケートでは答えないのでヒアリングになります。 

［藤野委員］ そうすると大変な作業なので、ある程度プロジェクトのような形にして、他を減らして、

そちらに手当てをするということもありますね。 

［山下主研］ 去年そういう事例を出しました。確か三菱重工の CO2の空調機で、特殊な技術を使

って中型のエコキュートに行ったものがありますが、回答では全部「×」でした。実は報告書を見な

がら、どう調べていくか、いろいろチェックしていますが、アンケートではなかなか答えてきません。そ

こは地道な積み上げですが、それでいくつか事例が出てくればいいと思います。 

［吉田主任］ NEDO の直接の委託先、再委託先、組合を構成するメンバー等で回答が違う可能

性もあるので、そこは分けて見たほうがいいと思います。 

［松本主任研究員］ みんな均等ではなくて、研究開発分野で予算が変わりますね。エネルギーで

実証プラントをやると大きなお金が来るし、エネルギーは予算が多いと思うので、そこも踏まえて分

野で分けないといけないと思います。 

［山下主研］ もちろんです。 

［吉田主任］ 今年は 10 億以上のところに航空機のエンジンの開発が入っていますが、確かにお

金がかかります。 

［鈴木委員］ 大学や公的機関の調査はやらないのですか。 

［山下主研］ やっています。これから出てきます。 

［渡辺委員］ 大学では上市はあまりないですね。 
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［山下主研］ それは聞きません。 

［吉田主任］ 「プロジェクトの実態はどうでしたか」という聞き方です。 

［小林委員］ 5 ページの左に「純粋科学研究」とありますね。純粋科学研究だけのカテゴリーはあ

りますか。 

［山下主研］ ありませんが、もしかするといるのではないかと、わざと聞いています。 

［小林委員］ でも終わってみたらやっていなかったという感じでしょうか。 

［山下主研］ はい。 

［藤野委員］ 質問項目を落としてもいいかもしれません。 

［菊池分科会長］ 逆に聞きたいのではないですか。 

［山下主研］ まさか、こんな人はいないだろうということです。 

［菊池分科会長］ そういう意味では必ずしも経産省の予算体系に入る必要はありませんが、ここ

に突っ込んでいる可能性もあります。 

［山下主研］ これは渡辺先生が言われた、研究員に飯を食わせるというパターンの典型だと思い

ます。 

［菊池分科会長］ 17 ページに課題が出てきますが、言葉が曖昧なので、研究者が自分たちで好

き勝手に何とか技術と決められます。それに一番いいのは「～を解決する」という課題に落とすこと

です。細かく落とすと非継続はゼロしか答えません。「課題を感じていない」と言うと怒られますが、

要素技術もわざと細かくすると、自分たちがきちんと要素技術をわかっていなければ 1 カ所か 2 カ

所です。 

 このレベルでやると、非継続はゼロという答えがたくさん出てきます。継続はそれなりに自分たち

でいろいろ考えている人たちがいて、特に「今後こういうものが欲しい」というところはピークロードと

してきれいに出てきますが、非継続は何も考えていないのか、課題というレベルに落とせていない

感じがします。 

［鈴木委員］ 単に提案ですが、最後のページにプロジェクト一覧がありますね。先程の説明は企

業単位の分析ですが、プロジェクトによって継続率が低いもの、高いものがあるしサイズもだいぶ違

うので、プロジェクト単位の分析があってもいいと思います。あるいは同じプロジェクトで継続率が半

分ぐらいだったら、継続企業と非継続で何が違ったかということもあります。 

［山下主研］ それはケーススタディの形で進めています。 

［鈴木委員］ ケーススタディになってしまいますね。 

［菊池分科会長］ 他によろしいでしょうか。次に神鋼リサーチから統計的手法を用いた解析につ
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いて、よろしくお願いします。 

［染宮主任研究員］ 現在はデータ集計が終わって分布、信頼性等を評価している段階で、まだ分

析にかかったばかりです。したがって本日は、本年度やろうと思っていることについてご説明しま

す。 

 本年度の狙いです。①は上市・製品化スキームの改善です。最終的には継続性、上市・製品化率

を上げることが狙いですが、上市・製品化スキームがあまり精緻になっていないので、ここをもっと

改善したいと思います。昨年度と今年のデータを足すと N 数が増えることと、本年度はいろいろな

追加質問を入れているので、パス解析等を使ってもう少し精度を緻密化したいと思います。 

 ②は中止・中断事例から統計的に何か抽出できないかという観点で捉えてみたいと考えています。

単年度では、非継続は 2 割以下ですが、昨年度のデータを足すと 60 ぐらいになるので、もう少し何

とかできるのではないかということで、非継続、あるいは中止事例だけを分析します。今年度は予算

金額や競争力をブレークダウンしたので、その影響も調べたいと思います。 

 ③はキャラクター別評価です。昨年は予算、規模等でトライアルをして、部分的には重要な情報を

抽出できたと思いますが、N 数が少ないので、分野別にやると一つだけしか計算できません。昨年

度と今年度のデータを足すと出口、予算、規模等によるプロジェクトの性格別の特徴やマネジメント

の要所が抽出できるので、主にここを重点化したいと考えています。 

 ④は過去のアンケートの再評価です。終了直後調査に当たる部分は記述データが非常に多くて

使えない可能性がありますが、詳細アンケートに関しては、現在のアンケートを補完する情報を引

き出せる可能性があります。特に詳細調査で過去と似た傾向が出てくれば、それは現在出している

下の図を検証する作業の一つになります。そこでいままで対象としていなかった過去のデータ、特

に 19～22 年の 4 年間のデータの適用性を確認したいと思います。 

 ⑤は究極です。放っておいたら非継続になりそうなもの、あるいは上市・製品化ではない方向に行

きそうなものは、プロジェクトの途中である程度予見して対策を打たないとマネジメントの強化になら

ないので、それを予見できる状況まで持っていきたいと考えています。 

 次のページに行きます。前回の分科会では「ビジョン共有」「情報共有・迅速対応」と書かれた矢

印のところに細かい項目が書いてありましたが、それの主成分分析で主成分として抽出されたもの

を「ビジョン共有」「環境変化把握とポジショニング」と表現しています。皆さんすでに詳細をご存じだ

と思いますが、基本的にはこれの検証作業と、さらに緻密化する作業が今年度の主体になります。 

 やり方は「今年度の具体策」に書いてあります。まず単年度分の分析で、昨年度との違いを検討

します。2 番目に、先ほどの新しい項目がどう効いてくるかがポイントになると思います。全体のイメ
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ージとしては、日鉄住金さんの説明にあったように、昨年度と同じような傾向を示していると考えて

います。 

 3 番目に過去のデータを使ってさらに緻密な分析をします。4 番目に、昨年トライアルをして見通し

が出たので、今年度は特に複数選択データを中心にダミー変数化して傾向を押さえることを補強し

たいと考えています。5 番目に主成分分析、判別分析等も併用して客観性を確保したいと考えてい

ます。最終的にはヒアリングによる分析結果の検証と新たなマネジメント要素、具体的なアクション

項目の抽出に狙いを持っていきたいと思います。 

 最後に分析のフローを書いています。これまでの流れに主成分分析、パス解析、判別解析が入っ

ています。以上です。 

［菊池分科会長］ ありがとうございます。基本的な考え方と、統計解析を使って客観的にフィッシ

ュボーンスタイルで、NEDO のマネジメント項目をどう決めるかという一つの資料として、ここで分析

しようという試みです。いかがでしょうか。 

 数年にわたっていろいろなことをやって、データもかなり溜まってきているので、複数年のデータが

あります。0、1 データになる可能性もありますが、そういうものも組み込めるのであれば入れたいと

思います。 

 企業のマネジメントがしっかりしていれば、NEDO 側のマネジメントのオフィサーはお金を出して、

チャンスを与えて見ていればいいのでしょうが、そのようには行かないことが追跡結果でわかってい

ます。しかしマネジメント項目として、ビジョンの共有、情報、迅速対応、ポジショニング、研究開発活

動、資金、人材提供等、どこまでやるのかは非常に難しいところです。 

 それから NEDO には本省があります。好き勝手に弾を選べればいいけれども、ある程度概要設

計がなされている可能性のあるプロジェクトが来て、飛んできたのがどうしようもない弾だと、

NEDO や企業のマネジメントを超える議論になります。 

 必ずしも自由にいろいろな弾をこめて、「多くの人たちが集まって研究開発しましょう。能力のある

奴はこの指とまれ」というプロジェクトだけではないと思います。ですから統計解析は、「こういう範囲

のファクターをNEDOのマネジメント項目として挙げてもいいだろう」という絞り込みのためにはいい

と思いますが、その後具体的に項目を決める時に、例えば情報提供でプロジェクトのリーダーがす

さまじいボリュームの情報量を求めていたら、NEDO のコストパフォーマンスが悪くなってしまう感じ

がします。 

 ポジショニングに関しても、「ポジショニング」という言葉自体の概念が定まっていないと、ポジショ

ニングについてどう情報提供したらいいかというのは非常に難しいことです。11 月には解析フロー
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の結果出てきたものを先生方に見ていただいて分析したいと思いますが、鈴木先生、11 月に向け

て何か付け加えることはありますか。 

［鈴木委員］ 今日は特にありません。 

［山下主研］ 渡辺先生が言われていたように、プロジェクトが始まったもの、あるいは中間でアン

ケートを取って、どうなっているかチェックできればと考えていますが、これでいいでしょうか。 

［渡辺委員］ いいと思います。プロジェクトスタート時に実施者はどう考えているのか、自分のプロ

ジェクトをどうキャラクターしているのか、例えば③のキャラクター別評価で、出口、製品、プロセスを

どう考えて、どういう予算でどういう規模の研究をやるのかをちゃんと確認して、中間でも聞くことは

不可欠だと思います。 

 ③は今回それをもう一度並べ直すということでしょう？ それをやると統計以前の問題が出てきて、

そこから④⑤の展開に行くのは大変かもしれませんが、そのほうがわかりやすいですね。 

［菊池分科会長］ 先生のおっしゃるとおりですが、すごい問題を抱えています。政策評価も含めた

事前、中間、事後、そして追跡というスキームで NEDO に降ってきているので、ピアレビューのやり

方まで変えると気が狂ってしまいます。 

［渡辺委員］ でも、そういうまとめ方があったほうがいいと思います。 

［菊池分科会長］ そういう話に突っ込んでいかざるを得ないと思います。NEDO も大変ですが、

「NEDO のマネジメント項目」の「ビジョン共有」は実施者と NEDO のビジョンという意味ですね。 

 例えば実施者が 5 人いて、五つのプロジェクトがあって、あるものが途中でやめた時に、その成果

を他に転用するマネジメントは NEDO しかできません。「せっかく自分のところで作ったのだから嫌

だ」と言うと思いますが、そこをうまく持っていくと無駄になりませんね。 

［山下主研］ まさにバイドールですね。 

［菊池分科会長］ その時にプロジェクトの予算壁があると出せません。だから NEDO が別の意

味で強制的に、バイドールを連携対応で、多用途目的でやれるなら「あり」ですね。 

［渡辺委員］ たぶん日本の産業はそういう段階に来ています。製鉄業、自動車、総合電機が同じ

分野で競合する段階ではなくなっていると思います。それの統合は、本来 NEDO がやらなければ

いけない話ですね。 

［吉田主任］ 今年から NEDO は第 3 期を迎えていますが、第 2 期まで計画に書いてあった「バ

イドールを 100％適用する」というのが今年からなくなりました。その意味では脱退した時の知的財

産権の対応はやりやすくなってきたと思います。 

［鈴木委員］ ワーキングの時に、PL と主査の役割分担の話がありましたね。 
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［山下主研］ それもケーススタディでやっていますが、なかなか微妙で公表しにくいところがありま

す。 

［鈴木委員］ 開始時に PL を含めた調査を考えてもいいですね。 

［小林委員］ 「本年度の狙い」の⑤「予見システムへの展開」は非常にいいことだと思いますが、

NEDOは何年か前から、途中でだめになるものはこういうパターンで、こういうものはこういうパター

ンだというのをやっていましたね。もちろん、それはベースにあるのですか。 

［染宮主席研究員］ そういうイメージがありますが、これまでの追跡調査は終わった後にデータを

取っていたので途中で取るということです。 

［小林委員］ 追跡の時ではなくてリアルタイムで取るのですか。 

［染宮主席研究員］ 開始や中間評価時点です。終わった後で見たら、確かにこう整理される。で

はこれを前へということを検証してみないといけません。 

［小林委員］ そうすると途端にこれはだめだとわかるので、それをやらないとだめですね。 

［染宮主席研究員］ おそらくそうなると、マネジメントにメリハリがつくと思います。 

［菊池分科会長］ 最初から「こうなったら契約は終わり」という条項が入っていればいいのですが、

そうではないので、やめさせるのは契約上も非常に難しいことです。ですから途中で何かあったら、

成果物を移行させて他用途に使うか、再編するしかだめですね。 

 よろしいでしょうか。次回の委員会で具体的な分析が出てくるので、その時に議論していただけれ

ば幸いです。次にヒアリングのほうに入りたいと思います。では木村さん、お願いします。 

［木村主査］ 資料 7－1 についてご説明します。2 ページです。本日はここに記載の 6 事項につ

いて説明します。1 番目に本調査の目的、2番目に石炭の位置づけ、3 番目に空気吹きガス化発電

（勿来）、4 番目に酸素吹きガス化発電（EAGLE プロジェクト）、5 番目にハイパーコール、6 番目に

今後のヒアリング方法です。3～5 は NEDO のプロジェクトが関与しています。 

 3 ページは調査の目的です。日本における石炭開発の状況を 1～6 に簡単に記載しています。日

本の石炭政策は、オイルショック前の石油依存体質の状況からオイルショックを機に石油に依存し

ないエネルギー政策に転換したところから端を発しています。これに加えて石炭は、燃料源としては

石油や LNG ガス等の他の化石燃料よりも価格的な側面、埋蔵量で圧倒的に優位な状況にありま

す。 

 NEDO も設立当初からこれまで 30 年以上にわたって、石炭火力発電の開発を進めてきて、石炭

関連プロジェクトには、これまでおよそ 1134 億円を投資しています。ただ石炭ガス化の開発につい

ては、当初日本は欧米より10～15年遅れた状況にあったので、「プロジェクトの開発目標が世界一
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の発電効率を持ったものであれば世界での競争力にも打ち勝てる」という判断で IGCC の開発計

画を打ち立てました。 

 開発成果については、発電効率では世界一のものができたという評価がなされていますが、実用

化・普及の観点からは建設コストで競争力に課題があると評価されている状況です。 

 しかし東日本大震災により、原発依存から火力発電等、別の発電方式への期待で、高効率な

IGCC 等の石炭火力に対する将来性への期待がマスコミでも取り上げられています。 

 以上のことから、プロジェクトにおいて特に反省点等がないかを振り返り、今後 IGCC が世界に勝

つためにどのようなビジネスモデルがあり得るのか、ヒアリングによって検証したいと考えていま

す。 

 4 ページの表は主要国の電力構成比率の国際比較を示しています。世界のエネルギー市場（発

電量）では、アメリカ、中国が圧倒的に群を抜いている状況です。燃料源の構成は石油、ガス、石炭

等、化石燃料が大半を占め、21 世紀のエネルギー供給は途上国を中心に 20 世紀から引き続き化

石燃料が担う見込みです。 

 5 ページはエネルギーの国際市場価格の推移です。2000 年以降、化石燃料の急激な価格高騰

が起きています。原因は新興国の経済発展による資源需要と考えられています。特に石炭につい

ては、資源量が豊富で価格が比較的安い点、資源の偏在性が最も少ない点、埋蔵量が他の化石

燃料より圧倒的に多く長期的に供給が可能であるという優位性があります。しかし一方で、化石燃

料の中ではCO2の排出量が最も多く、硫黄、灰分、水銀等の環境影響の負荷が大きいというデメリ

ットも持っています。 

 6 ページです。発電コストにおいて石炭・LNG 火力は、原子力に次いで優位な状況となっていま

す。東日本大震災以降は原子量の発電から、次にコスト的に安い火力発電への代替が期待されて

いることがコスト面からも窺えると思います。 

 7 ページは 2009 年における世界の主な石炭貿易フロー図です。石炭は、主に日本を中心とする

アジア地域と欧州地域へ流れています。日本は主にオーストラリア、インドネシア、中国、ロシアか

ら輸入しており、世界有数の輸入国になっているのが現状です。 

 8 ページはガス化を核とした石炭利用技術体系です。石炭のガス化は電力、鉄鋼、石油精製、化

学品等、幅広い分野で使われており、いわば多くの産業の基礎技術となっています。 

 9 ページは NEDO における石炭関連プロジェクトのフロー図です。大きな流れとして石炭の液化

技術、石炭ガス化技術、多目的石炭利用の三つの技術開発から構成されています。本日ご紹介す

る IGCCの勿来とEAGLEプロジェクトは石炭ガス化技術の流れの開発です。ハイパーコールは原
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料である石炭の多目的利用技術の開発になります。青い帯の部分が NEDO プロジェクトでの開発

です。 

 10 ページは IGCC 実証プラントのスペックです。スライドの下に書かれたような仕様になっていま

す。商用機の約 2 分の 1 の規模で、出力は 250 メガワット、石炭使用量は 1 日 1700 トンの規模で

す。ガスタービンは 1200℃級を採用しています。 

 11 ページは福島県勿来にある IGCC の鳥瞰写真です。常盤共同火力発電所の 1～5 号機の跡

地にクリーンコールパワー研究所によって IGCC の実証機が建設され、2007～2013 年に運転試

験が行われて、本年 4 月から商用運転が開始されています。 

 12 ページは EAGLE パイロットプラントのフロー図です。石炭処理量 1 日 150 トンのパイロット試

験設備を設置して、多目的石炭ガス製造技術の研究開発を行いました。勿来の IGCC が空気吹き

なのに対して、こちらは酸素吹き方式で発電効率を高めようとしています。 

 13 ページは北九州の若松にある EAGLE のパイロットプラントの外観写真です。EAGLE では平

成 19 年度の長期連続試験運転で目標の 2000 時間を達成して、2015 時間で停止させています。

この運転試験は石炭ガス化炉と周辺設備の信頼性確認、運転ノウハウの蓄積を図るもので試験は

成功しています。高い信頼性を確認した後、次のステップである実証機に向けて前進しています。

また NEDO の EAGLE に関するすべての研究開発を本年度で終了する予定です。 

 14 ページは EAGLE プロジェクトの事後評価の結果です。研究開発成果については比較的高い

評価となっており、実用化・事業化もまずまずの点数です。成果と実用化を足した値が 4 以上であ

れば、NEDO では「優良」という評価になりますが、二つを足すと 4.8 でかなり高得点の評価となっ

ています。 

 15 ページは具体的な評価コメントです。主なポジティブコメントは「目標は達成されて、世界最高

水準の石炭ガス化性能が得られた」「環境影響部分等の点においても、世界に先駆けた取り組み

がなされ、プロジェクトの所期の目標が達成された」となっています。装置自体も先行する欧米の装

置と遜色ない性能を達成していると評価されています。 

 しかし一方でネガティブコメントとして「世界最高の技術レベルでも使ってもらえないのではないか」

「大型化において海外の設備に大きく遅れている」等、コストや効率面での課題を指摘されており、

今後の市場での競争力を問題視する評価が散見されます。 

 16 ページは EAGLE プロジェクトの酸素吹きガス化炉の多様性です。酸素吹きガス化技術、CO2

分離回収技術は、発電の他に水素、合成燃料等、製造システムとして実用化にも対応できるもので

す。 
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 17ページです。EAGLEのパイロットプラントの試験結果を受けて、昨年度からEAGLEのおよそ

10 倍の実証試験装置で、大崎クールジェンプロジェクトとして経産省直轄の事業が行われていま

す。 

 18 ページはハイパーコールについてです。ハイパーコールは石炭と親和性の高い溶剤で石炭を

抽出して、不要な灰分を沈降除去して得た、灰分の量が微量になった石炭のことです。不純物が少

ない石炭で、具体的には灰分を 200ppm 以下、アルカリ金属を 0.5ppm まで低下させたものです。

灰分が少ないことから発熱量も 10％程度向上しています。硫黄、微量金属は数分の一に減少し、

環境への影響も少なくなります。製造コストは１トンあたり 1000～2000 円程度です。 

 19ページの写真はハイパーコールを製造する時の装置です。①が加熱濾過装置、②が沈降分離

装置になります。 

 20 ページです。こうして得られたハイパーコールは、ガスタービン複合発電用に用いられて高効

率な発電効率を目的として使用されます。この図には示していませんが、製鉄用コークスとしての

利用可能性の期待もあります。 

 21 ページは本題の石炭ガス化におけるヒアリング戦略です。プロジェクトにおける振り返りで、特

に反省点はなかったかという観点で開発実施者には当然ヒアリングを行いますが、いわゆる外堀に

当たるプロジェクトを評価、推進した人々、プロジェクトには参加しないが、応援していた人々、プロ

ジェクトには参加しないが、そのプロジェクトを疑っていた第三者、プロジェクトに参加したが中止し

た企業等、開発実施者を取り巻く周辺の人たちへのヒアリングを実施したいと考えています。外堀

の情報を埋めることで、このプロジェクトの本質が浮き彫りになるやり方を目指したいと思います。 

 技術開発レベルにおいては、世界最高水準に到達しているという評価ですが、ビジネスモデルと

して導入先、そのシナリオ、コスト問題の解決、ビジネス形態という観点でヒアリングを行い、今後こ

れらのシステムが世界にどう活路を開き、勝っていくのかという戦略方針まで打ち立てられればと

考えています。以上です。 

［菊池分科会長］ 質問や「こういう点もヒアリングしたらどうか」というサジェスチョンをいただけれ

ばと思います。 

［藤野委員］ 15 ページのネガティブコメントは、どういうところから出てくるコメントでしょうか。 

［山下主研］ 事後評価委員会です。 

［菊池分科会長］ 事後評価委員をどう選ぶか、その人たちがビジネスモデルを知っているかどう

かはわかりませんが、とにかく選ばれている 7 人の事後評価委員です。 

［藤野委員］ 4 ページを見ると、中国は圧倒的に石炭に頼った火力発電です。風上にポテンシャ



 

 24 

ルが巨大なマーケットを持つ大国があることを考えると、素人の発想では、ネガティブコメントでプロ

ジェクトをシュリンクさせるのはどうかという印象です。 

［山下主研］ 石炭は消費量が増えているので、7 ページを見ると輸入国になっています。22.8Mt

とありますが、輸出国から途中で輸入国に変わっています。こういうこともあって状況判断がいろい

ろありますし、導入先も日本は産炭国で作っています。それが本当に正しいかどうかも含めて、石

炭村の問題等、いろいろな問題があるので、中身を含めてよく考えて見てみたいと思います。 

 石炭の人たちが言っているのとは違うことを出せないで、同じような回答を出すのでは追跡調査

の意味がまったくありません。ですから「そこは新しい視点を考えたい。新しいビジネスモデル、価値

モデルがあるかどうか考えてみたい」ということです。 

［渡辺委員］ ガス化の調査をするのですか。それともハイパーコールですか。 

［山下主研］ そこはほんの少しです。 

［渡辺委員］ もっとビジネスモデルをちゃんと考えなければだめではないですか。 

［山下主研］ おっしゃるとおりだと思います。 

［渡辺委員］ 僕は、ハイパーコールはおもしろいと思います。要は褐炭を使って瀝青炭を作るよう

な話だから、ビジネスモデルとしては大いにあり得ますが、ガス化そのものをやろうとした時に、いま

大学にガス化の研究者はいないでしょう？ 

［山下主研］ そのとおりです。 

［渡辺委員］ 全員、名誉教授になっていますね。 

［山下主研］ ガス化をやっているある会社も、「先生たちはいいです。自分たちでできます」と言っ

ています。 

［渡辺委員］ 石炭化学という言葉はなくなっていますが、石油化学になって、もう一度石炭化学を

やろうとしているのですね。どちらにしても日本は輸入だから、そこはビジネスモデルをちゃんと考え

なければいけません。 

［山下主研］ 日本は勿来の 1 機しかありませんが、中国は 100 機あるので、その国とどう戦うか

です。 

［菊池分科会長］ そうなってくると、ヒアリング相手をどうしたらいいかという問題が出てきますね。

ここに関係した人たちもいいでしょうが、まったく違うエンジニアリング的なプラント屋さんなど、何か

言っている人もいいかもしれません。 

［山下主研］ ネガティブなことを言ってくれる人を探すのです。 

［渡辺委員］ 8 ページの絵はだれが描いたのですか。 
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［山下主研］ NEDO の石炭環境部です。 

［渡辺委員］ 昔の絵ですか。 

［山下主研］ 最近です。何か問題はありますか。 

［渡辺委員］ いえ、問題はありませんが。 

［山下主研］ 夢みたいなことを書いてありますが、そこはよく調べてみたいと思います。 

［小林委員］ 9 ページの「NEDO における石炭関連プロジェクト」で、今日のお話は多目的石炭ガ

ス化製造技術のEAGLEですが、その下のStep1、STEP2、次世代は、この中のサブテーマという

意味ですか。 

［松本主席研究員］ HYCOL 組合がスタートで、これは日立がリードしていました。その後

EAGLE につながって、そこではバブコック日立がプラントをやっています。 

［小林委員］ Step1、STEP2 と次世代高効率が並列していままで来たのですか。 

［松本主席研究員］ そうです。 

［小林委員］ この全体の評価の話ですか。 

［松本主席研究員］ さっきのものはそうです。 

［小林委員］ ステップを踏んでいるので、その時々で評価があったのでしょう？ Step1 から

STEP2 に行く時に本当は問題があったのに、なぜやってしまったのか等、その時の評価と今回の

関係性です。 

［山下主研］ NEDO は産炭国で発電しています。でも産炭国は、高いからそのシステムを買いま

せん。僕が一番気にしているのは、なぜ日本と同じようなところでやらなかったかということです。そ

ういうところは石炭を輸入しなくて済むから買いたいはずなのに、なぜかインドネシア、オーストラリ

ア、中国という産炭国でやっています。そこを深掘りしてみたいと思っています。産炭国は効率が低

くても安く発電できるので、デモンストレーションしても買いません。もうお金を使ってしまったので、

いまから回収するわけにはいきませんが、その判断なりやり方がわかりません。 

 コストも IGCC はいろいろ調べてわかっていますが、石炭火力はほとんど値段がわかりません。

「あってないようなものだ」と言われて教えてくれないので、その辺をどうやるか、調べようと思ってい

ます。 

［鈴木委員］ EAGLE は CO2 を分離・回収するので原子力や風力に比べてコスト的にだめなの

ですね。 

［山下主研］ 発電単価は 3 割増しです。 

［鈴木委員］ それでも太陽光よりはずっと安いですね。 
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［山下主研］ 空気吹き、酸素吹きのところだけで 3 割増しです。その後 CCS をつけたら、もっと

上がります。クールジェンがキロワットアワーあたり 9.5 円です。 

［菊池分科会長］ 10 円ベースでしょう？ 

［山下主研］ 210 万キロのうち買ったのが六十何万キロです。 

［菊池分科会長］ それにつけると 15 円ぐらいでしょう。 

［山下主研］ 太陽光はいま 32 円ですが、石炭はその辺をよく考えて、少し反省してみようと思い

ます。 

［松本主席研究員］ 石炭ガス化の IGCC は、最初から日本は世界から 10～15 年ぐらい遅れて

いて、それでもやらなければいけなかったのかという政策的な話が一つあると思います。そうすると

世界一のものを目指すという目的なら、当然高くなります。だから日本で開発して日本で使おうとし

ても、勿来では何とかうまく行っても、国内で 2 号機、3 号機の見通しはなかなか立たないと思いま

す。 

 一方海外は、完全なものを持っていく必要はないので、石炭の最初のビジネスモデルと政策をど

う考えるのかです。 

 日本は「技術的に世界一になりたい」というのがあって、そこからスタートしたプロジェクトがずいぶ

んあります。これもその一つですが、こういうことができる企業は、日本では三菱重工と日立ぐらい

です。そこにお金が行って、日本のため、国民のために何をしてくれるのかという問題のような気が

します。 

［渡辺委員］ アメリカからシェールガス、樺太から LNG が来る時代に石炭を輸入するのか、なお

かつガス化までやるのか、ビジネスモデルとして本当にあるのかということです。 

［山下主研］ 前半のところは、勿来は発電だけですが、クールジェン、EAGLE はガス田プラス化

学物質を作るという話をしています。チョロチョロつくってもメタノールぐらいしかできないので、それ

はあり得ないと思います。日本もメタノールは作っていませんから。 

［渡辺委員］ 私のイメージは、オーストラリアの褐炭をハイパーコールで瀝青炭にして、それを持

ってきて日本で普通の微粉炭火力をやることです。そのほうがよほどすっきりしています。残ったも

のは、効率は悪いけれども現地で普通の発電に使ってもらうというビジネスモデルを考えたらどうで

しょうか。 

［山下主研］ 神鋼さんがハイパーコールをやっているので、お答えいただきたい部分です。 

［渡辺委員］ ハイパーコールはトン 1000～2000 円と書いてありますが、本当にそれでできます

か。 
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［山下主研］ 今週中に調べようと思っています。 

［菊池分科会長］ それは楽しみです。 

［鈴木委員］ 経産省でも、IGCC ではすぐ排出権取引の話が出てくるので、いまの状況も踏まえ

て、もう少しまともにヒアリングしたほうがいいかもしれません。 

［菊池分科会長］ よろしいでしょうか。次が皆様ご期待のロボットです。 

［吉田主任］ ではロボットについてご紹介します。2 ページは、なぜロボットをやろうとしているか

の「その 1」です。昨年、一昨年の追跡調査の中で、ロボットのプロジェクトはポジショニングの認識

率が非常に低かったのですが、上市もしくは中止という結果が見え始めています。NEDO 全体の

実用化率は平均 18％ぐらいですが、実用化率の観点だけで見ると、さほど悪くないので、ポジショ

ニングの認識率の低さと実用化率のギャップを調べたほうがいいと思いました。 

 また事後評価結果と比較すると、最もいい評価の「優良」は実用化率が悪く、一つ下の「合格」の

実用化率のほうが高くなっています。いずれにしてもロボットでは、我々が追跡の場でいろいろ言っ

ている指標と真逆のことが起きているので、これを選定しています。 

 3 ページは「その 2」です。おそらく今後ロボットのニーズは増えてくると思います。経済産業省と

NEDO で 2035 年までのロボット産業の将来市場予測を出していますが、ポジショニングがわから

ないのにサービス分野が膨らんでいます。「どういう試算に基づいてこうなっているのか」という絵で

すが、この信憑性はともかく、少なくともロボットの需要は今後も落ちることはないだろうし、この先プ

ロジェクトもいろいろやっていくと思われます。 

 追跡調査の目的は三つあります。①のプロジェクトマネジメントの改善は従来どおりです。②の技

術開発戦略への反映は、いままでの追跡調査で弱かった部分なので、今年は技術戦略への反映

に資する調査にチャレンジしたいということで選定しています。 

 4 ページです。そもそもロボットとは何かと考えると、よくわからなくなってきます。左上の人型の絵

は、皆さんも「ロボットだね」と言うと思います。右上のチェスや将棋のロボットは、ただのコンピュー

ターゲームにしか見えません。産業用ロボットは、アームの部分を動かす操縦席があると「ロボット

ではない。機械だ。ヒトが操縦しているからだ」となります。ですから、そもそもロボット、機械、コンピ

ューターの境界線は何かということも、併せて調べてみようと思います。 

 5 ページです。現在言われているロボットの区分は三つあります。産業用ロボット、サービスロボッ

ト、特殊環境用ロボットです。日本は以前から「ロボットに強い」と言われていました。平成12年に経

済産業省でロボット産業の市場動向調査をやっていますが、確かにこの図を見ると産業用ロボット

は日本からの輸出がかなり多く、強いことがわかります。いまのところ、やはり問題になるのはサー
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ビスロボットだと捉えています。 

 6 ページはロボットの定義です。日本工業規格（JIS）では、産業用マニピュレーティングロボットを

「自動制御によるマニピュレーション機能又は移動機能を持ち、各種の作業をプログラムによって実

行でき、産業に使用される機械」と定義しています。サービスロボットの定義もあります。これは一言

で「人間にサービスするロボット」です。特殊環境用ロボットはありません。 

 経済産業省のロボット政策研究会では知能化した機械システムをロボットと呼んでいます。具体

的には「センサー、知能・制御系、駆動系の三つの要素技術を有する知能化した機械システム」で

す。ただ、この文脈の中で「今後ロボットを知能化させていかなければいけない」という言葉が出て

きます。知能化させた機械をロボットと言い、ロボットを知能化させなければいけないと言い、だんだ

ん意味がわからなくなってきます。 

 実はロボットの定義は非常に曖昧で、「これがロボットです」と言った者勝ちの状況になっているの

ではないかと捉えています。 

 7 ページは「そもそも論で考えるロボット」です。産業用ロボットの用途は非常に大規模、特定品種、

大量生産です。この時にロボットは何と比較されるかというとヒトの生産性です。人件費、歩留まり

等、いろいろあるでしょうが、ヒトと比べた生産性との比較が導入の判断基準になると思います。 

 サービスロボットの用途は小規模、多品種、少量生産です。この時はヒトが提供する付加価値と

比較されます。例えば植物工場の場合、「熟し具合を見る」「熟しているものを優しくそっと収穫する」

という付加価値の部分と比較されていると思います。 

 8 ページは特殊環境用ロボットです。用途は小規模、限定目的、特殊環境で、この時のロボット導

入の判断基準は、ヒトが実施した場合との安全コストになると捉えています。 

 9 ページです。ロボットを「ヒトの機能や能力を代替ないし凌駕する機械」と捉えたほうが視野を広

げて調査できるのではないか。それを実現する手段の一つとして、現在情報処理技術が非常に有

望で注目されているということだろうと考えています。 

 10 ページはヒアリングの視点です。ロボット全般については、常に「ヒトと比べてロボットは○○で

ある」と、ヒトに対するメリットを聞くといいと思います。そしてロボットに対する固定観念や先入観が

入っていないか、例えば「腕がついていないとロボットではない」ということがないかどうかも聞いた

ほうがいいと思います。また情報処理技術が手段ではなく目的になっていないかどうかです。プロ

グラムの実証のためにロボットを使っているのであれば、顧客のことを考えないと絶対に売れない

ので、そこも調べてみようと思います。 

 特にサービスロボットは、いまのサービス分野の市場、ニーズをどう捉えているのか。サービス分
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野は潜在ニーズの場合が多いので、それを顕在化させる方法をどう考え、どうやってきたのか。顧

客を無視した開発が進められているのではないか。そのロボットがどのような付加価値を提供でき

るかです。 

 また、その技術のライバルはどこかということです。「ライバルは○○株式会社です」「○○研究所

です」と言うでしょうが、例えば介護用ロボットの場合、おそらくロボットのライバルは人間で、「介護

士と比べてどうか」という視点で開発が進められていなければ世には出てこないのではないかと考

えています。そして、顧客の位置づけも変わります。介護士から見た顧客は介護される方ですが、

ロボットの顧客は介護士になると考えます。おそらく、ロボットの顧客は介護される方ではないでしょ

う。 

 最後は既存のインフラに適応できるものかどうかです。サービスロボットの分野は非常に小規模、

多品種生産で、いろいろなケースに合わせて使われます。この時に「いまの法律に引っかかるので

できません」というのは理由になりません。一つひとつのロボットに合わせて法改正をすることは非

現実的なので、既存のルールに適応できるものを作っているかどうかが非常に大事だと思います。 

 11 ページはヒアリング対象者です。特にサービスについては、実際に使う人が求めているのか、

求めていないのかというニーズ的なところから吸い上げて、ロボット関係の開発をしている省庁、地

方公共団体、業界団体でもう一度総括して、顧客へのフィードバックをかけてみます。そしてだんだ

ん詰まってきたところで、実際にプロジェクトを運営していた評価委員、研究開発の実施者という順

番でヒアリングをかけようと思っています。以上です。 

［菊池分科会長］ どうぞ。 

［鈴木委員］ 私はロボットの分野でかなり確実なことが一つあると思っています。それは自動走行

自動車です。NEDO のプロジェクトにエネルギーITS もありますが、たぶんグーグルが数年先に商

品化します。私はものすごいイノベーションになるのではないかと思いますが、それはニッチの市場

ではなくて完全なマスマーケットを狙っています。 

 インフラのサポートは必要なくて、センサーと情報処理だけで、たぶん人間よりはるかに安全に運

転する車が出てきます。それをロボットと呼ばずに何と呼ぶのかということですが、ちゃんと対応しな

いと日本の基幹産業が完全に覆されると思います。 

［山下主研］ もうやっているのではないですか。 

［鈴木委員］ トヨタがグーグルに提携を持ちかけたら断られました。もちろんトヨタも自動走行車の

開発はやっていますが、イノベーターのジレンマで、自分の商品を破壊するようなことはできないの

で、商品化の意思は全然持っていません。日産も何年か先に売るとは言っていますが、あまり本気
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だとは思いません。 

 だからグーグルのようなまったくのアウトサイダーが、たぶん参入してくると思います。日本でもベ

ンチャーのゼットエムピーがやっていますが、全然力足らずだと思います。 

［吉田主任］ グーグルは 2005 年に DARPA のアワードを取っていますね。 

［鈴木委員］ もちろん基幹技術は軍事技術や NASA の認識技術ですが、情報処理とくるまって、

日本の基幹産業だったはずなのにどうなっているのかという感じです。 

［吉田主任］ 実はこの議論では、グーグルと IBM とマイクロソフトの三つは少し危ないという感覚

を持っています。 

［鈴木委員］ いままでの日本のロボットプロジェクトは、そういう企業は一切入っていないですね。

富士重工がEyeSightの技術開発に入っていますが、自動車会社もほとんど入っていません。グー

グルはロボット向けの OS 開発が会社としての戦略ですが、そういう戦略を持っている電機会社は

ないので非常に危ないと思います。 

［吉田主任］ 開発する時に「これはロボットです」「ロボットではないです」という変な議論をするよ

りは、本当に必要なものを作ればいいので、そう捉えられるようにロボットの定義を「ヒトの機能や能

力を代替ないしは凌駕する機械」と広げてみました。 

［鈴木委員］ エネルギーITS でも「高速でトラックの縦列走行ができる」というのをやりましたが、

本当はヤマト運輸や日通が投資してやらなければいけませんね。 

［山下主研］ 小林先生にお尋ねしたいのですが、実はこれの本丸は産総研のロボットグループで

す。 

［小林委員］ 2 年前の原発事故の時に皆さんは、日本はロボットが進んでいると思っていたのに

全然動くロボットがないと思ったでしょうね。あの後すぐ経済産業省でも議論がありましたが、先端

部分はすごくても使えるものになっていないのはフィールドが育っていないからです。製造物何とか

センターという経産省の外郭団体がやりましたが、結局使えないので、みんなお蔵入りの後でなくな

っています。 

 アメリカは軍があるから必ず何かに使います。だから例えば消防、警察等、パブリックなところで

使うことが一つです。ロボットは使いながら向上していくもので、いきなり「これをどうぞ」というわけで

はないので、フィールドも併せてやらなければいけません。 

 ソニーの AIBO はそういうもので、あのまま続けたらおもしろかったと思いますが、マーケットに任

せておいていい部分と、パブリックで使えるところを育てていかないとだめな部分があって、特にパ

ブリックをどうしていくのかを考える必要があります。だから技術開発だけではなくて、制度やフィー
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ルドについても「本当に使う時にどうしたらいいのですか」と併せて聞くことです。 

［山下主研］ 産総研の中でも言われていたのですか。 

［小林委員］ 僕らがいるころは、まだなかったです。この中にも次世代ロボット知能化技術開発プ

ロジェクト、基盤ロボット技術活用型オープンイノベーション促進プロジェクト等がありますが、どれも

実用化の点数があまり高くありません。 

 当時は知能化も含めて、いかに最先端のものをやればいいかというところでプロジェクトになって

いたと思いますが、今後は NEDO のプロジェクトでやるかどうかは別として、経産省のプロジェクト

としては、どうしたら使えるかというところまで併せて考えないとだめだと思います。だから聞く時は

「どうしたら本当に使えますか」ということですね。 

［鈴木委員］ そういう意味では吉田さんが書いた「特殊用途でニッチ市場だから難しい」という発

想を転換しないといけないと思います。極限作業ロボットも、実際に使ってくれるところがなくて継続

しなかったのはそのとおりでしょうが、ニッチでも何でもない、普通の公道で走らせる自動車のロボッ

ト化は完全に見えている話だと思います。アメリカでは 3年ぐらい前から、州単位で公道走行を許可

しています。今度安倍政権でやると言っていますが、日本もそのころからやらなければいけなかった

と思います。 

［菊池分科会長］ 今回は NEDO プロジェクト以外で、ロボットについて体系的にやっている人た

ちのヒアリングはしないのですか。 

［吉田主任］ 行くつもりです。 

［山下主研］ 変な先入観を持つといけないので、逆に NEDO プロジェクトをやっている人は最後

のほうです。 

［菊池分科会長］ そちらから入ったほうがいいですね。 

［山下主研］ 最初に催眠術をかけられてしまうと、ずっとかかったままなので。 

［菊池分科会長］ よろしいですか。次は水素です。よろしくお願いします。 

［一色主任］ 水素について説明します。2～3 ページをご覧ください。まず目的です。背景を点線

内に書いていますが、オイルショック後に代替エネルギー、特に 2 次エネルギーとしての利用で水

素が注目されています。NEDOは 93年から水素製造、輸送、貯蔵、利用技術等、多岐にわたる基

盤技術を WE-NET プロジェクトで 10 年間推進してきました。 

 2000 年代に入ると水素導入の早期実現を目的として出口の絞り込みを行い、燃料電池自動車と

水素インフラ、エネファームのような定置用燃料電池システムに重点化したプロジェクトを推進して

きました。現在の出口としては、2015 年度に燃料電池自動車の一般利用普及を計画しています。 
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 今後もクリーンエネルギー源としての水素社会実現に向けて期待されていますが、今回は「最初

にさまざまな技術を盛り込んで実施された WE-NET の振り返りとして成功、失敗要因を分析してマ

ネジメント教訓の抽出を行うこと」「過去の基盤技術開発の波及効果の調査を行うこと」の二つを目

的にして実施したいと思います。 

 2 の「水素利用に関する歴史的背景」で年代順に並べています。73 年の石油ショックの時に 2 次

エネルギーとして水素利用が提唱されて、この時期に日本でも水素エネルギー研究会が発足した

ことが始まりです。その後アメリカで世界水素エネルギー会議が開催され、80 年に NEDO が作ら

れました。 

 80 年代から欧州を中心に水素開発の大型のプロジェクトが開始されて、92 年に気候変動の条約

が採択されたことで、CO2削減という大目的の下で水素に関する議論も活発化しています。92 年に

はアメリカのDOEで水素プログラムが開始され、その 1年後に日本で行われたニューサンシャイン

計画の一環として WE-NET プロジェクトが開始されました。 

 そして地に足をつけた開発に絞り込もうということで、2000 年代から燃料電池自動車と定置用燃

料電池に軸足を置いた開発にシフトして、その成果として 2009 年にエネファームの販売が開始さ

れ、2015 年には縁量電池自動車の普及開始ということで進んでいるのが、いまの背景です。 

 4ページは、水素社会を形成する目的をNEDOとしてどう考えているかをまとめています。左上に

「クリーンなエネルギー、CO2 排出削減に貢献」とあります。左下は「エネルギーセキュリティの強化」

です。昨今の原発の問題もありますが、水素は化合物として地球上に無尽蔵にあり、石油や天然

ガス等からの製造も可能です。また製鉄所からの副生水素も利用できるのではないかということで、

エネルギーセキュリティの観点からも利用が推進されています。 

 右上は既存インフラの活用、右下は分散型電源としての活用やエネルギーキャリアとしての利用

です。いま国や NEDO は、これらを目的として水素社会を目指して取り組んでいます。 

 5 ページは、日本で最初の水素のプロジェクトである WE-NET プロジェクトの構想を表しています。

これは地球の絵ですが、当時は「2050 年を見据える」という壮大な目標がありました。国際ネットワ

ークの下で、日本に限らず世界で水素を製造して、それを貯蔵・輸送して世界で利用することを国

際ネットワークとして考えて、そのために必要な要素技術の開発や全体システムの検討を実施する

という壮大な目標が描かれていました。 

 そのために水素製造について、例えばタービン技術、ガスの改質技術、貯蔵、輸送、利用の安全

性に関するさまざまな技術を盛り込んで実施されたのが WE-NET プロジェクトです。 

 6 ページは WE-NET プロジェクトから現在まで、NEDO プロジェクトの変遷をまとめた年表です。
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一番左側の矢印がWE-NETプロジェクトの正式名称です。こちらが 93～98年まで実施された後、

出口を絞り込んで燃料電池自動車と水素インフラ技術に重点化した WE-NET の第 2 期が 1999

～2002 年になります。その後は上に行く流れとして、エネファームの定置用燃料電池に関するプロ

ジェクトが 2000 年から現在まで走っています。 

 2002 年以降は矢印がたくさんあって、燃料電池自動車と水素インフラに関する材料技術や安全

性、規制改正に関する技術、実証を行う技術が、さまざまな形でプロジェクトとして実施されてきまし

た。 

 現在残っているのは 11～15 年までの地域水素供給インフラ技術・社会実証で、これは水素ステ

ーションのインフラを進めるものです。今年度からスタートしたのが水素利用技術研究開発事業で

す。このプロジェクトと並行して、水素ステーションを日本国内で 100 カ所と燃料電池自動車の一般

普及が 2015 年からスタートします。 

 大きくは燃料電池自動車と定置用燃料電池システムという二つの出口に向かって進んでいます

が、最初の WE-NET プロジェクトはかなり基盤的な技術で、タスクチームも 10 チーム以上、プレー

ヤーもたくさんの企業や大学が入っていたので、他分野での上市・製品化の可能性も考えていま

す。 

 例えば水素燃焼タービンの技術がガスタービン、材料技術が LNG タンクの材料等に使われてい

るのではないかと考えて、この辺の波及効果も見たいと思っています。 

 7 ページは 2015 年以降の燃料電池自動車の普及に関して、いま考えられていることをまとめた

絵です。2015 年にはオンサイトとオフサイトの両方で水素を製造します。水素ステーションの中で

製造して、蓄圧して、ディスペンサーで出して、それを自動車に供給するという流れです。 

 2030 年になると再生可能エネルギーで水素を作り、その後水素ステーションで作られたものも、

例えば発電所やバスで使うという壮大な目標が描かれています。 

 8ページはWE-NET の話に戻って、WE-NET の最初のプロジェクトはどういう評価だったのかを

書いています。WE-NETを10年間やった後の事後評価の結果は、研究開発成果と実用化の見通

しを足して 4.1 で優良評価となっています。 

 評価コメントは「WE-NETに限らず過去の水素プロジェクトを見ると、大きいプロジェクトなので、リ

ーダーシップを持った意思決定プロセスが必要だったのではないか」「WE-NET という壮大な目標

があって絞り込みを行ったのは良かったが、長期的な視点の WE-NET という看板を下ろしたのは、

本当にそれで良かったのか」「WE-NET でやっていた要素技術は使用目的を変えても使えると思う

ので、大きな波及効果が期待できる」等でした。 
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 これらのコメントを踏まえて、水素に関するヒアリング方針を書いたのが 9 ページです。基盤技術

を多く盛り込んだWE-NETプロジェクトを対象にして、波及効果とプロジェクトの振り返りについて、

他のケーススタディと同様に材料、装置、システム、ユーザー等の関連企業、実施者へのヒアリン

グだけではなく、業界団体や外部有識者へのヒアリングを行います。そして他分野への波及効果を

調べると共に、マネジメントに関する教訓を得たいというのが水素のケーススタディのヒアリング方

針です。以上です。 

［菊池分科会長］ 何かサジェスチョンはありますか。十数年前ですね。 

［一色主任］ 20 年前です。 

［菊池分科会長］ 人は？ 

［山下主研］ 産総研の福田さんです。 

［小林委員］ 2002 年で終わってから 10 年間で、いろいろなプロジェクトをやってきましたが、そ

れは別に評価するのですか。 

［山下主研］ 後です。いまのうちに WE-NET 関係をやろうと思っています。 

［小林委員］ 併せて評価しないと、10 年前のプロジェクトだけ取り出して評価できるのかなと思い

ます。 

［山下主研］ 実は同じ人がやっています。その人たちが最初の段階にいて、いまも現役でここを

やっているので、そこを追いかけていきます。そうしないと意味がないですね。 

［渡辺委員］ WE-NET をヒアリングするのですか。 

［山下主研］ WE-NET からスタートです。 

［渡辺委員］ 燃料電池をヒアリングするわけではないですね。 

［山下主研］ 変な話ですが、WE-NET をやっていたのは燃料電池の人です。 

［渡辺委員］ だから基本的には燃料電池へ行ってしまったわけですね。 

［山下主研］ 最初から行く予定があったのではないかと思います。水素製造は逆ですから、プロ

ジェクトの中で裏表をやっていたわけですね。 

［渡辺委員］ 自然エネルギーの風力や太陽光で、電気分解で水素を作って、それをどう運ぶかと

いうのが WE-NET ですね。そうすると北大の石川先生たちが出てくるでしょう？ 

［山下主研］ たぶん、その人たちには聞きません。これをやる時の一つのポイントだと思いますが、

昔シェルが水素社会の製造と言ってテレビでも大宣伝をしましたね。 

［渡辺委員］ 石油、石炭、天然ガスで、第 4 の事業部が水素事業部、第 5 の事業部がバイオマ

スですね。 
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［山下主研］ ところが水素事業部がなくなって、わからないので、そういうところも調べてみたいと

思っています。 

［渡辺委員］ なぜシェルが水素をやめてしまったのかです。 

［山下主研］ 水素の製造を含めて、よく考えてみたいと思っています。物ができないとどうにもなら

ないので、2 次エネルギーとしての利用をどう考えていくかという一番大事なところだと思います。 

［渡辺委員］ おもしろい技術ですが、堤先生のエクセルギー理論のような話が出てきますね。 

［山下主研］ それにやられるとおかしくなってしまうので、承知しています。シェルの時はお尋ねさ

せていただきたいと思います。 

［鈴木委員］ これは水素から始まって、WE-NET のターゲットを絞る段階で、やはり燃料電池自

動車だという話になってきたのですか。 

［山下主研］ はい。 

［鈴木委員］ その経緯はいいと思いますが、私は SCV の次というか、これの競合も考えなけれ

ばいけないと思っています。最近自動車会社も研究を始めた金属空気電池の話です。産総研のリ

チウム空気電池も新聞に載っていましたね。 

［山下主研］ 大工研がやっていて、知っている人が何人もいるので、あそこで聞こうと思っていま

す。 

［鈴木委員］ エネルギー密度から言うと、SCV より金属空気のほうが優れていると言われている

ようです。もちろん水素は水素でやっていますが。 

［山下主研］ でも水素源がないですね。それも問題なのでやらなければいけません。わかってい

ます。 

［鈴木委員］ その次を考えると、NEDO はそろそろ基礎的なところから次世代自動エネルギーを

やってもいいのではないかと思います。 

［吉田主任］ 単純にエネルギー密度だけを考えるとガスや石油のほうが高いので、どう活用する

かです。 

［山下主研］ 水素を作るところが一番の大問題です。それなのにプロジェクトが立ち上がったこと

と、もう一つは、WE-NET の場合はアメリカのスタンダードがあって、もう作っていたので、明らかに

キャッチアップだとわかっていました。 

 それから最近はLNGのタンクや材料がかなり進歩していますが、たぶんそこにも使われているの

ではないかと思います。私たちはあると睨んでいます。そうでないと、日本はあれだけ輸出をやって

いませんし、この分野はかなり強いですね。 
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［菊池分科会長］ その意味では WE-NET をやるのはおもしろいですね。 

［山下主研］ 水素の流れ全体を見ようということです。 

［小林委員］ 石炭も水素も METI の大きなエネルギー政策があって、彼らもいろいろな委員会で

作り上げていきますが、やはりデータが必要です。日本の特殊性や石炭ガス化にしても、情報を国

の戦略にどうフィードバックできるかが大きいと思います。 

 それができて日本のエネルギー政策が決まったら、NEDO はその枠内で「もう水素はやめよう」

「石炭をもっとやろう」とやることになりますね。だから過去の何が良くて、何が悪くて、それが次の戦

略にどう役立つかが重要です。 

［山下主研］ そのとおりです。いまの段階で見ても仕方ないので、中長期でやることに意味がある

と思っています。 

［菊池分科会長］ その意味では、1999～2001 年、2002 年の時のセレクションで、その後が少し

シフトしているところは、我々にとっておもしろいですね。 

［山下主研］ 少し長いのですが、そういうものを見ないと反省することがないので、ぜひ見たいと

思います。 

［菊池分科会長］ それでは次はナノ材料です。よろしくお願いします。 

［大西部長］ 半導体ナノ材料系のプロジェクトです。2 ページの産業の環境から説明したいと思い

ます。日本の半導体産業は高い技術水準を持ち、一時は産業の米と言われて、鉄鋼メーカーもこ

ぞって新規事業としてやった経緯がありますが、その後は衰退してきました。アメリカとの競争では

良かったのですが、いまは韓国、中国に追い上げられる状況になっています。 

 下の図をご覧ください。「最終製品は弱くても材料が強い」ということがあります。半導体も、液晶

パネルも、電池もそうです。ですから一つの考え方として「半導体デバイスではなくて材料の競争力

をキープできれば、日本の産業としていいのではないか」ということがあり、半導体の材料技術を強

化したいというのがプロジェクトの目的です。 

 3 ページはプロジェクトの動機と目的です。この時期に半導体で非常に大きな変革がありました。

それは材料の変化です。一つは電気抵抗を下げたいということで、配線材料がアルミ合金から Cu

に変わっています。それから絶縁膜の誘電率を下げました。Low-k とありますが、k は比誘電率で、

これを下げないと信号遅延が起こるからです。 

 もう一つは多層配線です。これは 11 層ありますが、10～20 層ぐらいの多層配線で、立体配線に

なって、上下をビアでつなぐ形が出てきました。これはアメリカが考えたやり方で、日本は後を追って

このプロセスをやりました。 
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 アルミはドライエッチングで配線を作りますが、Cu はドライエッチングができません。そこで「デュア

ルダマシン法による Cu 配線形成プロセス」の絵にあるように、あらかじめ絶縁膜にビアという層間

接続孔やトレンチという配線のパターンを開けておいて、そこに Cu をメッキでつけるというやり方を

しました。メッキで厚めにつけて、その後 CMP（ケミカル・メカニカル・ポリッシング）で削って平坦に

して、また同じようなプロセスで何層も重ねていくという、これまで経験のないプロセスです。 

 ところで材料メーカーは、半導体の製造はできません。いままでは半導体メーカー、デバイスメー

カーに課題を聞いて開発してきましたが、デバイスメーカーの評価は「いい」「悪い」しか言わないの

で、開発課題が明確にならず、次の開発につながらないという非常に大きなジレンマを抱えていま

した。 

 4 ページです。この二つの背景から、半導体デバイスの材料を総合的、客観的に評価する

CASMAT という研究組合の機構を作ったのがこのプロジェクトです。 

 3 ページに戻って、プロジェクトの対象材料は①～⑤です。Low-k、CMP というポリッシングに必

要な材料、現像液等です。4 ページに戻ります。CASMAT の参画企業は JSR 等、十数社ありま

す。 

 5 ページはプロジェクトの経緯です。CASMAT はそれぞれ 3 年間のⅠ～Ⅲのフェーズがあり、合

計 9 年間です。第Ⅰ期は 50 億円で、ここでは装置をいろいろ入れて研究環境を整備しています。

第Ⅱ期は 7.5 億円、第Ⅲ期は 1.8 億円です。特に第Ⅱ期と第Ⅲ期の間で、参画企業の入れ替わり

も結構ありました。 

 言い忘れましたが、ウェハも 200mm から 300mm に変わっています。 

 銅を使った新しい多層配線プロセスを作りますが、半導体では技術ノードがあって配線幅がどん

どん細くなってシュリンクしていきます。ここでは 65nm 幅の技術ノードを作っています。特徴は

CMP による多層ダマシン配線で、主に TEG で動かして Low-k 材も扱っています。 

 6 ページは追跡調査の視点です。材料の評価技術を作るのは共通基盤技術なので、NEDO のプ

ロジェクトに非常に向いていると思います。その面でこのプロジェクトは良かったと思いますし、参画

企業もいろいろな材料開発ができて、上市しているものも、開発が終わったものもあります。 

 ただバックエンドプロセスの観点から見ると、「こうしたほうが良かったのではないか」ということが

あります。一つは 65nm という技術ノードでの新しいバックエンドプロセスが目的でしたが、技術の

キャッチアップだけで終わったのではないかということです。 

 半導体メーカーは、この時点ではその先を考えているので、65nm の次は 45nm、そして 35nm、

22nm とロードマップでわかっていますが、65 の先を考えていたのかどうかです。また、そういう観
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点で MIRAI、あすか等、他のプロジェクトとの交流、連携があったのかどうかです。 

 また TEG による材料評価を主体に行いましたが、TEG 以外にも材料の分析、開発があります。

ですから「その辺の評価のやり方がどうだったのか。材料メーカーによる独自のソリューションを提

供できたか」という点です。また「どれだけの新材料が生み出されたか？」と書いてありますが、実

際にデバイスに使われているのか、あるいは将来使われるのかも含めて調べたいと思っています。 

 私は平成 22 年に NEDO さんと一緒に蓄電材料の評価基盤技術先導調査をやりました。これは

電池材料ですが、同じような問題を抱えていて、CASMAT をモデルに LIBTEC という新しい評価

センターを作ろうと提案したことがあります。 

 それもあって、今後この研究組合をどう改善したらいいかという視点でヒアリングしたいと思ってい

ます。それが 7 ページです。いま言ったようなことを中心に、改善のためのヒアリング項目を考えて

います。こういう形で NEDO プロジェクトのマネジメント改善につなげたいと考えています。以上で

す。 

［菊池分科会長］ 何かありますか。 

［渡辺委員］ これは研究組合方式の成功例として評価するのですか。 

［大西部長］ ある程度成果があったからです。ただ研究組合方式はコアコンピタンスを獲得でき

なくて格差技術ができないので、海外との勝負に弱いということがあります。実際の研究面では、例

えば JSR と東京応化等、競合メーカーが入っていますが、この辺の状況をヒアリングで聞きたいと

思っています。コアコンピタンスを獲得できるやり方に変えなければいけないと思うので、そのヒント

やアイデアを取れればと考えています。 

［渡辺委員］ PL はどなたですか。 

［大西部長］ 日立の中央研究所の川本さんという方です。 

［山下主研］ NEDO はこういうプロジェクトがだんだんなくなって、小さなプロジェクトになってきま

した。護送船団とは言いませんが、競合相手がいてもプロジェクトとしてちゃんと回る境界条件、うま

く行く点、変えなければいけない点をもう少し整理するということです。 

［菊池分科会長］ 昔はすごい人がいましたが、いまは小さいですね。 

［山下主研］ おっしゃるとおりです。成功したものはみんなそうで、カワモトさんがいたからだと思

いますが、蓋を開ければ内部ではかなりトラブルがあったはずです。「そこをどうやっていくのか」と

いうことをゴールにしますが、あまり深掘りすると「それでどうだった？」となってしまう可能性がある

ので、そこは気をつけてやります。 

［藤野委員］ 7 ページの「組合は有効に機能したか？」という質問項目の「情報の公開・共有化さ
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れたか？」です。標準化は特に評価の基準に行きつくと思うので、キーワードとして「標準化」という

言葉が明確に出てきたほうが、ヒアリングの意図が明確に伝わるように思います。共有化、公開と

言ってもイメージしにくい印象を持ったので、検討していただければと思います。 

［小林委員］ これは評価解析が目標ですか。競合メーカーがいても、評価技術なら割とすみ分け

ができますね。材料ができたかという質問がありますが、これはそこまで狙ったのですか。 

［大西部長］ 材料は各メーカーが持っているもので、それの評価の共通化であれば競合せずに

行けると思います。例えば Low-k 材の場合、A 社と B 社の材料があって、片方が非常に誘電率が

低くて軟らかければ、それに合うように研磨の条件を変えなければいけません。そういう面では、条

件は材料に合わせて変えますが、材料の実力を評価する機関だったと思います。 

［一色主任］ 少し補足します。CASMAT が始まる前は、材料メーカーは評価についてよくわから

なくて、ユーザーメーカーが評価して、○×の結果だけもらっていました。ただ×と言われても何が

悪いのかわからず、自分の材料が悪いのか、組み合わせた材料が悪いのかもわからないので、み

んなで評価できる基盤を作る意味で集ったようです。 

［日野部長］ CASMAT の設立のところで「材料メーカーに対して、材料供給だけでなくソリューシ

ョンの提供が求められている」とありますが、これは半導体の装置メーカーにも求められていること

ですね。 

［大西部長］ CASMAT は材料メーカーだけで構成していますが、リーダーはデバイスメーカーの

日立です。そういう面で、装置メーカーを入れたほうが良かったのではないかという思いがあって書

きました。 

 当時 CMP はアメリカのノベラス社がシェア 1 位で、装置だけではなく材料から、研磨条件から、ソ

リューションを全部提供して半導体メーカーに売ることでシェアを獲得していたからです。 

［日野部長］ 材料メーカーにここまで求められているということが、よくわかりません。ノベラスもア

プライドも、装置を出す時にプロセスレシピで特許を取っています。その時に材料の特性がどう表現

されているのかわからないので、アプライドマテリアルと CASMAT がやろうとしていたことの違いを

見たほうがいいような気もします。 

［鈴木委員］ ヒアリング対象に装置メーカーやデバイスメーカーは入っていますか。 

［大西部長］ デバイスメーカーに全部技術があればいいのですが、デバイスメーカーもノベラスに

頼るところがあれば、そういう技術をキャッチアップする必要があったのではないかということです。 

［鈴木委員］ そちらへもヒアリングをするのですか。 

［大西部長］ そこまではまだ考えていません。材料メーカーと評価委員を中心にしたいと思ってい



 

 40 

ます。 

［鈴木委員］ 状況は全然違いますが、昔の VL 研の評価の話を思い出しました。ニコンもキヤノ

ンも研究組合に入っていなくて、一番成長したのはニコンとキヤノンでしたね。だから外の話も聞く

必要があるような気がします。 

［大西部長］ MIRAI やあすかのプロジェクトは聞いてみたいと思っています。 

［小林委員］ 6 ページの「主たる要素技術のロードマップ」で、ゲート絶縁膜材料が SiON から

HfO2になっています。私は2008年ぐらいまで横で見ていましたが、MIRAIはゲート絶縁膜材料の

議論をしていたような気がします。その情報は、たぶんここにも入っていますね。最近のことはよく知

りませんが、問題は、日本がこの分野でどれぐらいリードできたかです。そこそこ役には立っている

のですか。 

［大西部長］ NOKは結構国産品が使われていると思います。ダマシンを作る時のレジストもJSR

がかなり強くなりました。いま言われたのはフロントエンドで、こちらはバックエンドなので少し違いま

すが、バックエンドは強い材料が出てきていると思います。 

［菊池分科会長］ よろしいですか。結構大変ですが、ヒアリングを進めて、次回の委員会でいろい

ろな話が出ることを期待します。他にございますか。では次回のスケジュールです。 

［吉田主任］ 次回の日程調整のご案内は明日が締め切りです。それが集まった時点で、NEDO

側で日程を決めて、再度ご連絡します。11 月下旬から 12 月上旬を予定しています。 

［菊池分科会長］ では吉田さんからの連絡をお待ちしましょう。今日はどうもありがとうございまし

た。山下さん、何かありますか。 

［山下主研］ 特にありませんが、何かリクエストはありますか。去年とやり方を変えたので、何か

問題があればお願いします。 

［菊池分科会長］ ありがとうございました。それでは 28 回目の分科会を終わります。 

 


